


画面を高速で駆け抜けながら、 
いく快感/これこそシューデ 

しかし、それだけのゲ 

fくる敵をバリバリと撃ちまくり、片っ端から叩き落として 
ムの醍_味だ€ 

に過去のちのとなった 

強力な敵への対抗f段ウーアップ用兵器の購入のために行な5星間貿易。飛行ルートによって異 
なる敵戦力を考^rujfr装備をチヨイスする戦略性。巡る星々での、たくさんの人々との出会い、別 
れ〇そして、—がとのよ〇に進も〇とも、そのあとを追い、自然に流れていく自由度の高い 
スト_u 
超一級テイングゲームをその核として、シミュレーション、アドベンチャー、ロールプレイ 
ンクまでも自然な形で取d込んだ『スタートレーダー』の登場 
によって、従来の単なるシューテイングゲームは凌駕され、前 
時代の選物と化すだろ5〇これこそシューテイング新世紀の蓽 
開け、シューテイングM革命wなのだ// 
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本誌の内容についての電話によるお問い合わせは、月曜日から金曜日（祝祭日を除く）の午後4時から6時の間に 
003-431-1627〈徳間書店インターメディアテクノポリス編集部〉にお願いします。 
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美少女ソフトコレクション- •❿ 

レモ:^つ■⑨圖 
ドキドキシャツタ-*チャンス///少貪遊戯/ごらくいん 

ジカル•ハウス/旱川愛美のスネークキャンプ 
•レモンflash #Soft Gal TodIO參今月のミス美少女 

-. 

新作ゲームレボート 
コミック/ 

新作ソフトをド〜ンとまとめてチェック// 
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•だだ今移植進行中 
春ゲームソフト売れ行き 
巳 EST10 

•新作ソフト発売予定表 
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今月はノ彳フーァッフだけじやないそ.グ 
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テクポリく6灞@-⑩ 
テクポリ市 
インジユカーシスリポート 
月刊ソーサ1」アンニュースはお休みします。1月号ソーサijアン.フレゼント 
の当選者発表は45ページにあります。 

イースII 
for XI turbo 

スタークルー1 
for PC-8801 ml< II SR 

新九玉伝 ハウ•乂二•□ポット 
for PC-8801 mk ii SR for X68000 

異次元ファンタジー 

インジ:2力- 

ゲーマーとブ\コグラマーのための手作りソフトコーナー 

戈んじよい摩るくらみん<•——❿ 
楽しぃゲームの!/\/移植だ/ 

IPC-8801/MSX2 

『你安，』 

巻末コミック 

•⑩ 

by矢野健太郎 
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COVER STORY 
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壽MSXフークはアスキー社の登録商標です 
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本誌掲載の写具、イラスト、フ□グラムおよび記事の無断転載を禁じます 

とゆ一わけで、日本フ 
アルコムの注目作『ス 
夕一トレーダー』のイ 

メージによる今月の表紙です。 

久しぶりのSFものですが、宇 
宙服を着ていても、いのまださ 
んの描く女のコはかわい<つて 
し、一ですね一。 
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SOCERIAN SYSTEM 

最強最悪の敵、'$言っぱ益ら1溫ぬ备:お 

Iて、経験をつんで,きて^もV魔ノ為レバレズを，すぽ 

00円 
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そしてユーテイ1??գ—のVbl.1と、爆発 
的人気を誇り絶賛発売中。この後も、ソー 
サリアンのいろんな企画が考えられていま 
す。将来には、ユーザーの君たちが作った 
ソーサリアンの世界ができるかも〇7これ 
からも、無限の可能性を秘めたソーサリア 
ンにご期待下さい。 



追加シナ1」才、及びユーティ1」テ 
ィーには、同一機種•同ーメディ 
アの「ソーサ1」アン」が必要です。 

翁大事なこ注意 

圓蕺源聚揉卻: 

Personal Computer Software 

〒190聚京都立川市柴崎町2-卜4トミオービル 

SOCERIAN SYSTEM UTILITY 
魔法をかけるのが面倒くさぃ。もっと強ぃ武器が欲し 
ぃ。アイテムにかっこぃい名前をつけたぃ等、ユーザー 
のみなさまの熱ぃ要望におこたえするのが、このユー 
ティリティーVol.uこれで君たちのソーサリアンの世界 
がぐんと広がります。ほかにも、キングドラゴンと鬪うこと 
ができる。他機種のBGMが聞ける。遊び心ぃっぱぃ 
のミニミニソーサリアンなど盛りだくさんの内容。ソーサ 
リアンファン必携のアイテムです> 

■册SRシリーズ5"2D_98F/VM/VX 
5 TDD B98U/UV/UX 3.5"2DD _X-1 
turboシリーズ51D_88VA專用 リーズ ‘専用5"2D 

各3.800円 

■ ■ 

だから 
たから 

ムを完全分離 



イ—スII or 
日本ファルコ厶 

〇軽快なオープニングの始まり。これに魅せ 
られた人も多いんじゃないかな7 

•読者のコメント 

ン•ゲーム界に大きな影響を与えたみ 

たいだ。これじゃあ、今年の『イース 

ni』にも期待しちゃう！？ 

『スI-一u—がよかつだ』『グラフイツクが 
きれい』『シナ1 jオガ最高/曲もその場面 

を思い起こさせるテキのよさ』『オー 
フニンヴがいい、速さガいい/』『誰 

にでも解きやすい謎、やつててあき 
ない』『やつばりuuアがかわいい』 

^■人気ゲ 
BEST 
2位以下を離してダントツ1位/ 

〇『イースII』は 
この娘につきるの、 
リリアちやん/ 
アドルに語りかけ 
る笑顔がカワイイ 

(これじやレモン 
ちつくだ） 

今年の1位は『イースII』ガ昨年 

の1位『イース』に続いて、''アドル• 

クリスティーンの冒険^が2連勝した 

ことになる。 

『イースII』の魅力と言えばあのオー 

プニンダ、というよりあのリリア（の 

笑顔）で決まりっ/と断言できるほど 

リリア人気はすごかった。レモンちっ 

くでもず〜っと1位をキープしてたこ 

ともでもわかるハズ。 

もちろんリリアだけのおかげで人気 

があるわけじゃなくゾイース』から流 

れてきたストーリーはしっかりしてい 

たし、ゲーム.システムも確かだった。 

『イースII』の後に{以たようなスタイ 

ルのゲームかYこくさん出てきたことで 

もわかるようにゾイースII』はバソコ 

〇基本的なシステ 
厶は前作とあまり 
変わってない。だ 
けど、キャラクタ 
や魔法、アイテム 
など内容はより充 
実している 



50!! 
さあ〜てと、今年も 
やつてきだ新春恒例、 
読者のみなさんが選 
んだ人気バソコンゲ 
一Z^BEST 50。集計がやつ 
と終わつてみてみれば、今年 
の1位は『イースII』/昨年の 
1位が『イース』だつだことを考えると、これは大変 
なことだよ〜つ//昭和の最後は日本ファルコ厶の 
ゲームが目立つていたよラだけど、新しい平成の年 
にどんなゲームが出ますことやら!？ 

【總】 ソーザリアン義 j本フPル:3厶 

1位に続いて2位もファルコムさん 

の『ソーサリアン』。『イース』とは別 

種多様の魔法も見た目に楽しいし、追 

加シナリオやユーテイリテイによって、 

無限の可能性があるってことも、安定 

した人気がある秘密だろうね。 

のスタイルでアクションRPGを極め 

たと言えるんじゃないだろ〜か？多 

読者のコメント 
『遊びやすいパシナij才がた < さん 

あるのであきない』「BGMもマル/ j 
『魔法や職業、年齡などによるキヤ 
ラクタ作りがおちしろいj 

體1 
プレイヤーがモンスターをj寅じるな 

ど、これまでのRPGの常識をくつがえ 
すほど衝撃的だった。それぞれ個性あ 

る攻^5ハ°ラメータ、合体:によるレべ 

ルアッブなどモンスターの魅力を残ら 

ラスト•八ルマゲドン ブレイン•グし 

ず絞り出し、その設定に負けないスト 

ーリー作りをしたのがよかった/ ⑩読者のコメント 
rモンスターが主人公』『グラフィック 
で成畏度がわかるのがいい』『広大なマ 

ッフがいいj「ストーU—の奥の深さに 
魅かれだ』『アイデアが新鮮』 



簡単にひと言で説明しちゃうと、R を操って星か 

PGのシューティングAVGといった感 ら星へと、い 

く年〇 
大-p'し 

人がの 
の27人 
主歳が 
人と丰 公、人 

去年の秋ごろから、日本ファルコ厶へ取材に行くと、なに力嘴?作が 
ある気配であった。が、はっきりしたことがわからない0「RPGか 
な？」と思いきや、チラッと見せてもらうとSFしてて、戦鬭«^ 
んでいる。そうかと思ラと、AVGみたいな画面が出てくる……〇 
『スタートレーター』って、どんなゲー厶なんだろう？ 

シューテイン7访よづT 

シューテイ^7じやない!? 

じかな。う一む。ちょっと違うな。ど 
うも、いい言葉が見つからん0各ジャ 

ンルか巧みに絡みあってるという表現 

ろんな物を運んでいるわけ。ただ、い 

つの世も物騒なもんで、宇宙を飛んで 

いると海賊だの何だのと悪し、やつが多 

らい多種多様/ 

惑星では何をするのかというと、稼 

いだお金で自機に装備させる武器を買 
がいいのかな？ とにかくゲームの説 

明をしよう。 
主人公カインの仕事はトレーダー。 

まあ、運び屋みたいなもんだ。宇宙船 

い。ここで、星から星へ移動するときに、 
横スクロール型シューテイングゲーム 

となるのだ。触手あり、アステロイド 

ありと、これだけで売っても十分なく 

ったり（この辺はRPGっぽいね)、イべ 

ントがあったりする。まあ、星にいる 

ときは、AVGになっていると思って 

差しつかえないだろう。 

8 



〇日本ファルコ厶独特のグラフィックって感じだ。とくに、中間色や、グラデ 
—シヨンの感じは、とても日色で表現しているとは思えない 

ろんなハ。ターンのグラフ 

ックや、〇じ〇まか4うi 
うに、それに対応したメッ 

セージの量 

を考えると 

気が| 

遠くなりそi 

〇おじいさんがいると思われるオクマに行った 
ら、いきなり軍につかまってしまった/ え〜 
いオレが何をしたって言ろんだI? 

集 
ブレイヤーによって物語が違づガ 

ま宇い 
わ宙ラ 
るを人 
飛か 
びら 

ゲームをスタートさせると、まずは 

AVGシーンから始まる。 

いつものように仕事を終えたカイン 

の船に、レフイという女のコがやって 

きた。なんでもおじいちゃんを捜して 

ほしいというのだが 、という風に 

始まるのが-Hfe的な展開。え？なに 

が「一!如勺」なのかって？じつは、 

このゲーム、カインのとる行動によっ 

て、まるっきりストーリーか違ってく 

〇レフイは、ある神話にかかわりがあるといろ 
宝石を持っていた。おじいさんを捜し出す手が 
かりになるかも…… 

るのだ。 

AVGシーンでの進め方は、文字入 

力やコマンド選択方式ではなく、ゲー 

ムブックのように、ある条f牛下におい 

て、選択肢か表示されるシステムにな 

っている。たとえば、レフィ^おじ 

いちゃんを捜してよ/」という場面に 

なると、断るか話を聞くかどうかを選 

択しなければならない。軸となる基本 

的なシナリオは共通だが、カインの行 

動次第で、そこにいたるまでのストー 

リー展開がまるっきり変わってくるの 

だ。プレイヤーの行動によつ 

ては、一度も見ることがな 

いグラフィックもあると力、。 

自機にしても、別の宇宙船 

に乗ることだってある〇い 

麵 
m 

こうみえても 

〇海賊ゥォクトに、この女に会えば何 
かわかると言われて来たんだが……一つ 

ひや——、美人/ 

〇監獄の中にはゥォクトという海賊が 
いた。脱走の話を持ちかけられるが、 

相手は海賊だからなァ。ラーん 
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シーンを研究する 
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大きなタメ 





ウルフ•チー厶©BKlfi乍は、ア 
クシヨン•アドベンチヤー『5 
ッド•ガルツ』だ0これまでの 
ウルフ•チームのソフトは、ア 

クシヨンが主体のfeのが多かつ 
たが、これはどちらかと言うと、 
アドベンチャーがメイン。その 

ストーリーは見事だそ/ 

PC-9801シリース 3.5-5HD 9800円 
PC-删ImkHSRS/ リース 5D 7800円* 

MSX2+ 
3.5DD 

未定 MSX2 

X68000シリーズ 5HD 

■発売元/ウルフ•チーム 

■発売日/PC98版は発売中、PC88版SIDE Aは2 

月上旬、SIDE Bは2月下旬、MSX2+.MSX2、 
X68K版は3月〜5月 

♦ 88SR版(もしかしだらMSX2/2+も)は、デイ 
スクの容璗の都合上、ミッド•ガルツSIDE A、 
ミッド.ガルツSIDEBと2本別々に発売される。デ 

(SIDE Bだけでもフレイ可能） 

そこは、ドラゴンに支配された世界 

〇マップ内は上下左右と自由に動きまわることができる。 
敵であろラと一度は会話をして情報を得よう/ 

基本はシューテイングで各面 

の間にビジュアルシーンとい 

う、これまでのウルフ•チー 
ムのパターンではある。とこ 

ろが、驚くほどシナリオがし 

っかりしており、どちらかと 
いうと、AVGをプレイして 

いる感覚に近い。それだけ、 

ドラマチックなストーリーな 

のた、。 

舞台となるのはドラゴンが支配する 

世界。それゆえに争いが絶えず、とく 
にレッド•ドラゴンはあちこちの国を 

侵略していた。そんな世界であったが、 

人間とドラゴンが共存する地があった。 
ラ•マルハートがそこである。主人公 

カイン•サージュは、この地を治める 

ホワイト.ドラゴンの族長シュリー 

テ•ホワイトに育てられ^シュリーテ 

の息子サークンとは、兄弟同然であっ 
た。ある日、ラ•マルハートのはるか 

南に神の住む地があるという話を聞き、 

さっそく 2人は南に向かった。そこで、 

古代文字か掘られた一本の剣を見つけ、 
この剣を抜いてしまう。カインは剣の 

意志によって、ある運命に向かってい 

くのであった。 

最初、このゲームをチラッと見たと 

きは、「『ドラスピ』を横スクロールに 

したようなもんか」と思っていたが、 

プレイしてみると全然違った。確かに、 

wo 
•か 
ドつ 
ラて 
ゴ、 
ンR 
に• 
負ド 
けラ. 
たゴ 
ン 
は 

ん〇 
、力 
シイ 
ユン 
リが 

丨剣 
テを 
が手 
崩に 
御し 
した 
たと 
た. 

MS 

:®L? ^ :心し:U:凑し:in:及し::‘し::®?i®?：<&? 

m 

セイクリツド•フアンタシー•ノリーズ 

これまでの……そして、これからのS • F • S 
これからウルフ•チームが作ってい 

くゲームのすべてか' このセイクリッ 

ド•ファンタジー•シリーズ（略して 

S • F • S)に属することになるらし 

い0 S.F.Sとは、ウルフ•チーム独 
自のファンタジー.ワールドで、神が 

すべての運命を握っているにもかかわ 

らず、その運命のなかで力強く生きる 

人々を描くお話だ。 
S.F.Sを時代分けすると、5つに 

なクウ〇 
のスルつ 

分けられる。この『ミッド.ガルッ』 

は、第5紀元にあたり、何を隠そう『ア 

ークス』は第4紀元の話なのだ。この 

2つのソフトは、いずれも続編の制作 

がほぼ决定しており、それぞれの時代 
を言吾っていくことになる。 

第1紀元は、いわゆる代。この時 
代はゲーム化の予定はないらしいが、 

今春発売予定の近未来ハードボイルド 
AVG『ガウデイ』や、年末発売予定の 

12 



ipir观文一斃 シューティング•シーンにおいて重要なのが、この呪文だ。大き <わけ 
て、攻撃系と防御系の2つにわけられる。使用回数に限りがあるものもあ 
るので、その場にあつだ呪文を選ぼろ。 

攻撃系 
ATTITUDE — 
番最初に覚える攻 
擎系の呪文。最初 
は、これだけでブ 
レイする。 

SHY ROSE呪文の力によって 
画面上に大爆発を起こす。 

ERY SORE こ 
れもさほど強い呪 
文ではなく、むし 
ろアテイテュート 
のほうが強そう。 

GROOV精霊界の4精霊により、 
大爆発を起こすを呪文。 

FLAUNT IT 敵 
に銳い風をあたえ 
る呪文。アテイテ 
ユードよりは強力 
という程度。 

FLAME火の精 
霊の力を借り、強 
力な火の球を作り 

JO VIいかなる 
ものも破壊してし 
まう呪文。のはず 
だが、威力はフレ 
イムと同じぐらい。 

HAZELL DEE 
無数の火の球を生 
み出す呪文。攻擊 
範囲が広く、かな 
り強力だ。 

CARFTSWAR画面上の敵す 
ベてにダメージをあたえる呪文。 

LEITH風の精霊 
の力で、小さな竜 
巻きを引き起こす。 
幅広く攻擊できる。 

JO REEAN 雷 
の球をあびせる呪 
文。攻撃範囲こそ 
狭いが、その威力 
はなかなかのもの。 

PROVOCAT〇 
R サークンの頭 
上より雷が落ちて 

ICE水の精霊の 
力を借りて、氷の 
矢を作り出す。そ 
こそこに強力だが、 
イマイチ0 

ALEPHアティ 
テュードと同じ系 
列の呪文だが、そ 
の効果は倍に近い。 

1 

防御系 
FAKE神の力を借りて、最大体 
力の30%ほどの体力を回復する。 

DESTINY敵の攻撃を防ぐ呪文。 
30%ほど無効にしてくれる。 

ARGENTINA自らの動きを素 
速くさせる。スピードアップ。 

HALEN敵の攻撃を50%無効に 
する防御呪文。 

ZEN敵の動きを止める呪文。効 
果時間はあまり長くない。 

IVAN水中で呼吸を可能にする呪 
文。第5話でお世話になる。 

DIVINE敵のあらゆる攻撃を厚 
い鱗によって断つ呪文だ。 

出す呪文。攻擎範 
囲が広くて便利。 

くる呪文。わりと 
便利。 

巳ASIA敵の攻撃を70%無効にす 
る。防御系では最強。 

会話成長システムI? 
シューテイング•シーンにおいて、 

敵キャラであろうと、相手にお話する 
意志があれば会話することができるよ 

うになっている。相手から話かけられ 

ることもあるし、自分から声をかけな 

ぃと話してくれなぃ場合もある。 
このゲームにおける会話はとても重 

要。呪文を覚えたり、ヒット•ポイン 

卜をあげたりするのも、すべて会話。 

つまり、戦闘経験ではなく、人との出 

会ぃによってレベルアップしてぃくと 
ぃうシステムなのた、。 

逆ポ“び:‘:““い “ ひ:、ボ^?:が 

アクションSLG『ファイナル•ゾーン ぃては未定とのこと。 ぃただけで誰だかわかってしまぃそう)。 

2』などは、一応この第1紀元上の話 S• F• Sの最大の特徴は、あるキャ 各ゲームにおぃて、彼の役どころも非 

ではあるらしぃ。第2、第3紀元につ ラクタが必ず登場することだ（こう書 常に興味^ぃ。 

S.F.Sにおける各ゲームをおおまかに年表でまとめてみた。第I紀元は現 
代、第2紀元から第3紀元は文明が滅び、剣と魔法に移り変わってぃく時 
代、第4紀元は大航海時代、そして第5紀元がドラゴンの支配による世界 
となっている。第2と第3紀元のゲームはまということだが、今か 
ら楽しみだ。 

セイクリツド•ファンタジー•シリ ー1ズ年表 

-ファイナル•ゾ_ン2(年末発売予定） 

-ガ〇ディ（今春発売予定） r? [? 
-アークス -ミンド.ガルツ 

第2紀元 第3紀元 第4紀元 第5紀元 

泛—，透お^?袋逆逆;お:益逆襞甥逆蜣:——••泛璲襞翥■翥袋逆逆鴛鍍逆逆：泛逆碳逆銹磷逆^ 

m 

m 

〇会話に入ると、このよ-つに 
ビジュアルが挿入される 

o:-J-Jooo..J«>o«-.JO..Jo..J<».r<».,J«.ゞ«..Jo..J«/J<! 

:;:«©:f-.:.©;c.:i©;c.:©:-f-.:.d:c.:o:-u^c.:;©:c:.o-f-;.办cc^f.:^0-:.©: 
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ミツK •ガルツ 

餐鑭丽鑲/ 
このゲームは全12話構成。TVアニメを観ているよう 
な錯覚におちいるほど、各話ともよくストーU—が練 
られている。前半の第6話を攻略ポイントとビジユア 
ルシーンを中心に紹介しよラ。 

剣に書かれた古代文字……、ラ•マ 
ルハートで一番の物知りヨシュアなら 

読めるであろうと、彼のいる忘却の洞 

北へ行けという情報のもとに、赤竜 

の谷に向かう。そこは、ファイアー• 

ドラゴンのいる地で、2人はサイクロ 

ブスに出会う。彼はファイアー•ドラ 

ガデッタでマナに会おうとすると、 

「ここに来てはいけない」という態度 

をとった。魔物を振りきり、マナのと 

鐘錄猶级級親^4鳥—级氣趙级级级级, 

〇ヨシユアはシヤイ.ローズとデイステイニの 
呪文を教えてくれた 

くつに向かった。そこは、魔物が多い 

というので、アルガ将軍にアテイテユ 

ードとフエークの呪文を授かる。ヨシ 

ユアに会い、さらに奥に進むとそこに 
は……0 

〇な……なんだ/?コイツは/?首だけなのに 
しやべるそ/ 

第1話なので、難なくクリアできる 

であろう。本当に練習ステージといつ 

た感じだ。前にも書いたが、このゲー 
ムのボイントはとにかく会話すること 

だ。ゲームをより楽しむためにも、あ 
ちこち飛びまわって誰にでもいいから 

会話をすることをすすめる。 

ゴンを倒し、魔法都市ガデッタに 

いる魔導士マナに会えと言う。 

こんな感じのストーリーだが、 

ここは全12話中一番短いであろ 

う。途中、ファイアー•ドラゴン 
がウロウロしているが、コイツは 

無視してかかったほうがいい。こ 

の時点での呪文では、なかなか倒 

な〇 
かフ 
なァ 
かイ 
手ア 
強I 
い. 
ぞド 

ン 
の 
ボ 
ス 
だ 

せず、体力を消耗するだけなのだ。こ 
このボス、コーニッシュはやっつける 

のに時間がかかるかもしれない。こい 
つの狙いめはズバリ足。足を狙って撃 

てば、口から吐くレーザー（？）に当 

たりにくくなるのだ。シャイ•ローズ 

を使うというのも効果的。 
〇魔法都市ガデッタへ行き、マナに会えばすべ 
てがわかると、サイクロプスは言ラ 

ころまでいく 2人。彼女は赤竜の封印 

を解くのが、その剣の意志だという。 
そこに現れるは、光の騎士ルアン•力 
ーン。ルアンは神の座につくため、そ 

の剣をよこせとカインにせまる。マナ 

は、カインを亜空飛翔の呪文でモンマ 
ルトルの森に飛ばす……。 

ひ〇 
た魔 
す物 
らた 
突ち 
きに 
進は 
ち目 
うも 

< 
れ 
ず 

〇マナは何を聞いても、あいまいな返事しかし 
てくれなかった 

〇そこへ、光の騎士ルアン•カーンが現れ、力 
インにせまった 

〇ルアン•カーンはその剣をよこせと言ろ。さ 
あ、どろする/? 
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〇とにかく敵が多い。ちょっとでも気をぬくと 
すぐにゲームオーバーだ 

プポイントもあって迷子になりやすい。 

防御と体力回復の呪文をうまく使いわ 
けていくことだ。シェルスナールに会 

ってヘイゼル•ディーを覚えれば、グ 

ッとラクになるぞ。 
滅魏錄缝^€魏魏1«錄魏级级魏级缝级諸越親誠魏魏魏魏 

〇シェルスナールは、マナの夫と子供の話をし 
てくれた。その意外な過去とは…… 

mm 
〇ワイバーンの族長フアンレスは、ホワイト• 

ドラゴンとの同盟を約束してくれた 

〇シ_*ドラゴンの賢者セプテミウスは、カイ 
ンに協力的であった 

〇大帝ギユニアスに対しては、先制攻撃あるの 
み/とにかく撃ちまくれつ/ 

帝ギュニアスか持っている水竜の牙を 

手にいれることが目的だ。 

錄WI4.I4纽级魏纽謂級認魏越魏誠賢缝麵誠幫魏鍵级魏舞舞薦魏 

の、迷路にはなっていないので、ひた 
すら右へ右へと向かおう。ボスのリュ 

デインは、攻撃こそ単調だがヒットポ 
イントが高く、周りのレッド•ドラゴ 

ンが邪魔ですぐにやられてしまう。グ 
ルーヴなどで一気に勝負をつけること。 

:寒滅翊: 
げりラ〇 
るにゴわ 
のたン5 
もくだつ 
大さら/ 
変んけ 

魏魏级越越越纽魏纽錄讁魏誠誠越魏魏錄誠觀錄讁鎌灣錄鼸魏貓 

か/物語後半は息もつかせぬドンデ 

ン返しの連続だ/けっしてムズかし 
いゲームではない。ここまできたら一 

気に解いてしまおう/ 

リュデイン•ヴァイレスの意外な素 

顔/ 5 見代にタイムワープしてきた力 
インとサークンに襲いかかる第7艦 

隊/美の女神レナとの出会い、そし 
て、ルアン•カーンとの対決/漆黒 

の剣と光輝の剣の持つ運命とは一体何 

ここでは、伝説の魔導士シェルスナ 

ールに会う。彼は、マナの意外な過去 

をカインに教える0そして、ワイバー 

ンの協力のもと、2人はレッド•ドラ 

mo ゴンの族長リ 
fznュディン•ヴ 

7mァイレスを倒 

するしに向かう。 

この森は敵 

裂が多く、ヮー 

第6話は水の中。したがってイヴア 

ンが必要ってことだ。イヴアンを選択 
しているため、ほかの防御系の呪文が 

使えないことに注意。 
さて、ここではシー.ドラゴンの大 

第_ 

いよいよ、レッド.ドラゴンの本拠 

地にのり込んだ。マップこそ広いもの 
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入賞& 
佳/^ 
fPim I鹿グ 小島直哉(神奈川県) 

PC-8801/タビンチ 

_1晒___||川||川 

松叫:いR 
PC-8801 / 

阿(愛知県) 
P •ビンチ 

111111illllllllll!11111111111lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!1111111111^ 

おおとり翼(東京都) 
X68000/Z S STAFF PRO-68K 

第4期総評 
4か月に渡ったこのコンテストも 

ついにラスト。冬休みもあったため 

かかなりの数の作品が送られてきま 

した。とくに昭和から平成に変わる 

ころには駆け込み応募がドドッとき 
て、テクポリC.G.班はテンテコ 

舞/力作が多く、選考にもかなり 

時間がかかってしまいました。 

すったもんだので第4期(12/ 

9〜1/8)の入賞作品1点と佳作作品 

2点は、上のように決定しました。 

入賞の小島さんの作品は、ディス 

プレイに表示されるやいなや「ホー 
ッ」とため息がもれるほど。即、入 

貧决定しました0佳作の松嶋さんの 

作品は、ただ1つ（だったかな？） 
のインジュカーシスねたということ 

でポイントが高かったようです。な 
ぜかお遊びの多かったX68Kの中で、 

おおとりさんの作品は遊びと絵のパ 

ランスが良かったように思います。 

さあ、グランプリの発表です/ 



クランフリ作品発表// 
ilfillllBlllllllllllllllliilH 

某月某日、テクノポリス 

編集部のスミつこで、つ 

いにC.G.ぬり絵コンテ 

スト•グランプリ作品選 

考会が、矢野、すみよし、 

中沢の3氏に、テクポリ 

ソフト部長、テクポリ編 

集長、その他野次馬をま 

じえ、盛大に催された。 

栄冠はだれの頭上に！7 

ぬり絵コンテストの審査を終えて——ぬり絵コンテスト審査委員会 
ぬり絵コンテストにE募してもらっ 

た数は当初の予想を大きく上回って、 
あらためてC.G.をやる人の多さを実 

感しました。 

課題作品のポーズは、実はちょっと 

イジワルなもので、いかにも記念写真 

のような、モデルのようなポーズだっ 

たので、どんな背景をつけてマッチン 

ダさせるか、どうやってこのポーズか 
らドラマ性のあるC.G•をつくりあげ 

るか、応募者のみなさんは困ったので 

はないかと思います。 

逆にいえば、それだけいろんな遊び 

をしてもらおうと思ったわけですが、 

その期待どおり、背景の絵などではい 

ろいろアイデアを考えて遊んでくれた 
ものが多くて、たいへん楽しませても 

らいました。 

ただ、その遊びが主として背景のほ 

うにかたよったのは少し残念でした。 

たとえば、キャラクタの月艮にしても模 

様をつけている人や脱がせている人は 

けっこう多かったのですが（やはり水 

着が1番/)、逆により多く着せている 

人はほとんどなかったのが残念です。 

出題者の意図からいえば、キャラクタ 
のコスチュームなどについてももっと 

遊んでもらってよかったと思います。 
テクニック面については、境界線の 

ない影つけなどは当たり前で、2~3 

段階の影をつけたものや、ボカシ、ダ 
ラデーションなどの®;理を施した作品 

も多く見られました。グラフィック* 

ツールの進歩が大きいとはいえ、むか 

し（4年ほど前）とは比べものになら 
ない水準の高さを感じました。 

HIHI_川_酬_瞧川1酬_1川III川I削川I川川關削川II川川川川川川1川1 

宇佐美幾郎（愛知県) 
PC-8801/ダ•ビンチ 

矢野「アーマーの金属光沢がややヘン。し 

かし好みではある」 
すみよし「なかなか味があって良いですが、 

背景の山をもう少し色よく」 
中沢「カゲつけがおもしろい」 
C.G.班「輪郭線のない、粗い、独特な雰囲 

気がうけました」 

第1期(9/8〜10/8) 

阿部好典(神奈川県) 
XI turbo/turboZ’s STAFF 

川川_睡1_酬11卩削11111削關酬圆削訓剛隱議關酬酬酬麵謂酬川川II 

矢野「背景の砂浜がいまひとつさみしい。 
が、きれいはきれい」 
すみよし「うしろのほうの緑がとてもきれ 

いです」 
中沢「砂浜がいまいち」 
C.G.班「400ラインということもあって細 
かくきれいです。砂浜がちよつとね……」 

矢野「画面が小さくて損をしている。無難 

にまとまっている」 
すみよし「大きく取り込めば……。もう少 
し夜景部分に凝るとGOOD」 

中沢「小さいため色のパターンが粗く見え 
てしまいおしい」 
C.G.班「今回のコンテストでI番乗りの作 

品です」 
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向井康:(広島県） 
PC-8801/夕•ビンチ 

第2期(W9〜11/8) 
篠木功太郎(岐阜県） 

PC-8801/ダ.ビンチ 

1111111111111II!1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

堀幸司(福岡県) 
XI turbo/turboZ’s STAFF 

矢野「細かい点の気くばり&テクニッ.ク、 
うまい/ 完成度高し」 
すみよし「全体の色のバランスがもう少し 
といったところ」 
中沢「アイディアがいい。髪の毛にもう少 

し手を入れて」 
C. G.班「バックの宇宙と瞳の色あいが好き 

です」 

矢野「水平線の角度が写真の外の世界に合 
ってしまっているのが残念」 

すみよし「アイディアは面白い。ちょっと 
さみしいかな」 

中沢「肌色をもう少しきれいに。アイディ 
アはGOODよ」 
C.G.班「アイディア賞ものですね。この手 

がいいな」 

矢野「背景がすごくいい。ディスプレイで 
見ると、光の感じがすごくきれい」 
すみよし「雲がとてもきれい。影のつけ方 
もいい。水着の色が映えてる」 

中沢「空や海、キャラの影つけがとてもう 
まい」 
C. G.班「最後まで入賞を争った作品です」 
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ちなみに、使 

用_はダント 
ッで PC -8801 

シリーズ、使用 

グラフィック* 

ツールはダ•ビ 

ンチが1番でした。X68000はハード 
にユーザーが追いついていないという 

感じです。MSX(2)は使えるツールが 

少ないのか、全体的に低調でした。 

委員長•矢野健太^15、審 

査委員•すみよしひでかず/中沢数宣 
/テクノポリスソフト部長/テクノポ 

リス編集長/テクノボリスC. G.班） 

グランプリ作品講評 
2時間にわたる審査の末グランプ 

リは第4期の入賞作でもある小島さん 

の作品に決定しました（実は数分で決 
まってしまった)。全員一致のグランプ 

リです。小島さん、おめでとうござい 

ます/作品に対する先生方の評価は 
以下のとおりです。 

まず、構図のバランスがいいですね。 

バラの位置がピッタリで、奥行きのあ 

矢野「背景のパースにやや問題（アイレべ 
ルの不一致)。それを除けばベストに近い」 
すみよし「アイディアが面白い。背景もよ 
く描き込まれている」 
中沢「鏡のアイディアがいい」 
C.G.班「さすが400ラインといえる書き込 
みの細かさに感心しました」 

審査委員長特別賞 
当初の予定はグランプリ1名の決定 

だけでしたが、あまりに捨てがたい作 

品があるとのことで、矢野健太先生 

の発案により錢委員長特別賞を設け 
ました。受賞作品は次のページに掲載 

した、松浦さんの作品です。この作品 

の受賞理由は、^委員長の次のひと 

ことです。 
「これはおもろい/」 

このようなイタズラ書き風の作品は 
ほかにも10本ほどありましたが、いい 

カロ減さとセーラー服で^委員長のお 

目にかなったようです。松浦さんには 

矢野健太郎先生の色^と『LALF』を 

お送りします。 

審査委員特別賞 
同じく捨てがたい作品として、3審 

査委員の発案により、2作品が^委 

員特別賞に選ばれました。次のページ 
に掲載した石塚さん、神山さんの作品 

が受賞です。受賞理由は、「記念写真風 

の作品が多い中、扱いに困るポーズを 

看板という形でうまく処理した（石塚 

さんの作品)」「思わず自分のC.G.に 

使いたくなってしまうビルの夜景。自 
作プログラムによるグラフィック交力果 

(神山さんの作品)」となっています。 

石塚さんには『LALF』を、神山さんに 

はテクノポリスソフトの98用ソフトを 

お送りします。 

111111111111111111111111111111111II!1111111111111111II!111111111111111111!11111111^ 

平浩子(愛知県） 
PC-8801/ダ•ビンチ 

矢野「コスチューム変更がうまい。背景が 
やや単調な点がおしい」 

すみよし「コスチュームが良い。背景の壁 
がのっぺりしてしまっている」 

中沢「影のつけ方がいまいち」 
C.G.班「複数の作品を送ってもらいました 
が、どれもコスチュームが素晴らしいもの 
でした」 

る立体感を出しています。色彩感覚も 

いいし、肌色の段落としなど、細かい 
とこまで気g己りか< いきとどいている感 

じです。テクニック的には同じくらい 

の人もいたのですか’、総合バランスで 

この作品か群を抜いていたのでグラン 

プリとして推薦しました。 

(矢野健太郎) 

色のノ くランスがとてもいいですね0 

とくに背景のノ《ラによって、画面全体 
に、深みが出ています。キャラクタのハ 

イライト、カゲの色つ'かいもうまいで 

すね。 
(すみよしひでかず） 

全伸:として2先生のおっしゃるとお 

りです。しいてアラ探しをすれば、バ 

ラと葉に少し質感が足りないかな？ 

ここにもハイライトとかがほしかった 

と思う。 
沖沢数宣) 

第3期⑴/9〜12/8) 
石塚ヴ埼玉県) 

PC-8801/ューカラ art 

矢野「アイディアはいいが、背景（キャン 
バスの中）がさみしい」 
すみよし「きれいで良いのですが、やはり 

背景がさみしい」 
中沢「こういうタッチ、やろうとしてもな 

かなかきれいにできない」 
c.g.班「柔らかい雰囲気がなんともいい」 

〇左から' 中沢数宣先 
生、すみよしひでかず 

先生、そして原画作者 
であ〇審査委員長でも 

ある矢野健太郎先生だ。 
この3氏を中心にグラ 

ンプリが選考された。 
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第4期(12/9〜1/8) 

。磁叨龄3汐穸S [> 

審査委員特別賞 
石塚卓司(埼玉県） 
PC-8801/ユーカラ art 

11111111 川川川川 11111111111111111 川 11111111 川川 11111111川川1 川 mi 

例 
PC-98 

灰…•< 

C 
1111 川 1111111111111 川 1111111111111111111111111 I 

神山康(東京都) 
PC-9801/Z s STAFF 

C.G•班より 
35知らせ 

矢野「背景があとひと息。インジユカーシ 
スのねたは良い（だけどヒキヨー//)」 

矢野「アイディアも色もいいけど、X68Kと 
なると他機種と同列にできない」 

とひと息。参加して<れだみなさん、 

ありがとう/ 久しぶりにC.G.の 

投稿整理などをして、ついついむか 

しを思いだしだりもしましだ（テク 

ポ|JはC. G.が売10モノの時代もあ 

つだのです)。今でも思つだ以上に 

C.G.をやつている人が多く、この 

コンテストだけで終わ5せるのはも 

つだいな < 思つています。それに 

ALF発売記念コンテスト"だつだは 

すなのに、当のLALFがまだ出てい 
ない/ あとひと月かな……。 

ま、そんなこんなでテクポiJは、 

まだもや〇.G.に力を入れることに 
すみよし「全体の色のバランスをよく考え 
てください」 

中沢「髪の毛の影、服の色をもう少しきれ 
いに」 

Cf G.班「矢野先生にヨイシヨしてしまった 

かな……」 

すみよし「楽しくてよろしい0 けれども 
ちよっと地味なのかな」 
中沢「ハードがハードだけに絵はいい。ア 
イディアにもうひとひねりを」 
C. G.班「X68Kは極めて評価が厳しかったの 

でした。これは楽しさがウケた」 

なりましだ。コンテストはちちろん 

C.G.講座ももつとやります。美少 

女も……9詳し<はテクノポリス 

4月号で/ C. G.フアンの人は必 

見ですぞ/ 
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:.::醫1.、 
R24 W 
R25 
R26殺人 

R29 

水龍士-II 
デス•プリンガ 
時空の花嫁 
どろろ 

媒体が略称のものは次のとおりです。 
3.5D >3.5インチ2Dディスク、3.5DD >3.5イン 
チ2DDディスク、3.5HD >3.5インチ2HDディ 
スク、5D >5インチ2Dディスク、5DD >5イ 
ンチ2DDディスク、5HD >5インチ2HDディ 
スク、ROM >ROM力一トリッジ 

•Soft Flash 
•ただ今移植進行中 R32 

籲ゲームソフト売れ行きBEST10 R45 
•新作ソフト発売予定表 ……R 46 

腑ソフトをド〜ンとまとめてチェックガ 
新作のあまりない今月 
は、2月号)^ちよつと 

卜だゲー 
△を中心に紹^^よラ。 

| _解いちやフ^/と 
人は、次i( 

xを探してと 
がかな0 

遊ぶゲ 

てはし\ 

がに、 

たつて人はい 

ラけど、t>Lj 
がいだら、^ 

ムのやり⑼ 

Sゲー 

新作 

がめて 発売予 

のんび ケーミン 

イラスト/みやさかたかし 
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今度は海の冒険だ 
不思議なストーリーと味のあるグラフィ 

ックが印象深かった『水龍士』の網^編だ。 

ディスク4枚組みとなり、ストーリーも 

マップもグラフィックもぐっと大きくなっ 

て、長く楽しめるアドベンチャー色の濃い 

mm 

I Ifeヂマ〇1ずい麟曾んでbl • •• j どう,ら、• 

〇溺れ死にそうになったところを人魚のマーェ 
に助けられた。ひや一、カワイイ〇 

RPGになっている（ディスクの入れ換えが 

増えたのは玉にキズ)。 

大水龍を復活させこの国を平和に戻した 

水部i士（『水龍士』の主人公）の息子は、な 

にをするべきか目的探しの旅に出ることを 

大水龍に勧められた。 

プレイヤーはこの息子となって、冒険の 

旅に出るわけだ。 

まずはソルティア国を歩き回ろう。『水龍 

士』では、道を歩いていてもやたら強い敵 

に遭遇してコロコロ死んでしまったけれど 

『II』ではまずそんなことはない。危なそう 

な場所（とくに砂漠）に行かないかぎり死 

ぬことはない。だから安心して歩き回って、 

町や村で倩報収拾ができる。前作で出会っ 

た人に再会できるのも楽しいぞ。 

クーアンドラーで王様に見せてもらった 

「生水（せいすい)」から、自分の目的が海 

にあることがわかってくる。つぎに、毎ゆ 

りの笛」というものを手に入れた。しかし 

使し、かたがわからないので、海にくわしい 

老人を言方ねたが……（ここで暗転)。 

海と地上を行ったり来たり 
海で溺れかけたところを人魚のマーエに 

助けられた。彼女に智水術の「友水」を教 

わり試してみると、見事に使える/海の 

上を自由に歩けるのだ。 

こうして舞台は海に移るが、海の乱水生 

物との戦いで傷ついた体は、やはり陸で癒 

すしかない。毒を持った舌し水生物もいるの 

で、陸て毒消しの血水草の実も手にいれよ 

味わし、深し、ストーリー 

水龍士 •!! 
リーとクラフィック 

わたつみ ひかリごヒ 

海神の光琴 

_智水術は海の魔法 
ズ1 前作の『水龍土』では真水を使つだ水術 

といラ魔法みだいなものがあつだけど、 
今回はそれが智水術となつて、海水にだ 

ルく使〇 
を現いこ 
上れだの 
けて°美 
てはどし 
< 'こい 
れ智か魚 
る水らが 
術と海 
レち殿 
ベなの 

け効<ちのになつだ（あるアイテムによ 
つて真水でも使えるけどね)0 
初めは「友水」といラ、海水の上を歩け 

:* 
:伽' 
:W 

m 

!伽 
:W 

〇「水語Jの術で海と会話。ときたま重要なこ 
とも聞けるので、新しい海では忘れずに 

|〇「水相_iの術は 
ある程度の周辺 
を見せてくれる。 
利用価値の大吉 
な術だぞ 

る術しか知ら 
ないけれど、 
経験値が上が 

り智水術レペルが上がれば、いろいろな 
術が使えるよ〇になる。まだ、それまで 
の智水術ち、より強<なるのだ。 
次の話に進むには、智水術のレペルが 
ある程度必要なので、話に行きづまつだ 
ら智水術を上げることに精を出そラ。 

「PC-8801シリーズ15D] 7800円 | 

(VAシU—ズ不可） 
■発売元/ソフト屋しやんばら■発売中 

『水龍土』から18年後のお話。陸は 
平和になつだけど、海には怪物が 
ウヨウヨ。海にも平和を/ 味わ 
い深いスI-ーリーとグラフィック 
に、いつの間にか引き込まれてし 
まう秀作アドベンチヤーRPGだ。 

R加?S” 
\そろそろ、nmb-Ami 

rt、父tんス/f螫為 
4加/?麯 | 

〇大水龍様のお言葉により、旅に出ることにな 
った主人公を見送る両親であった 

う。智水柿iのレベルを2にするまでは、海 

と陸を行ったり来たりの毎日。 

海の乱水生物は、陸の悪水生物よりも手 

強い。初めのうちは海岸線で戦い、危なく 

なったらさっさと逃げて陸へ上がろう。 

そうこうして智水術レベルが上がり、海 

の深く （強い乱水生物がいるぞ）まで潜れ 

るようになるころには、武神iレベルも上が 

ってそう簡単には負けなくなっているはず 

だ。このへんの、レベルと敵の強さのバラ 

ンスがちょうどイイあんばいだ。 

ん？海底に村があるぞ/ 

〇智水術レベルが上がり、「友水」の術で海に潜 
れるようになった。おつ、あんなところに村が 
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と、すぐに体力が回復するのでとてもあり 

がたい。しかし陸上ではマーエを抱えて戦 

うことになる（人魚は歩けないからね)。な 

んとも大変なことですこと。 

〇癒しの輝水を1万年も守ってきた人魚。人魚 
が仕向けた水守亀と戦ろ八メに…… 

i r卜u r?… 
Iどうしiし#••• 7 — — - ■•一 

し」亂二7 
〇輝水の堅琴を弾けるマーエといっしよに旅を 
することになった。ここの会話がおもしろい 

てなにがあるのだろう……？ 

う〜ん、このゲーム、ストーリー展開が 

ほんと面白くて、アドベンチャー好きにも 

十分楽しめるRPGだ。 

f-ケーマーの談話室-v 

「前作にあつた/ '(ランスの悪さがな < なつ 
て、すつとブレイしやす<なつてる/でも 

ディスクの入れ換えがめんど一/しだいに 
スケールがでか < なる物語がいいよね_i「イ 
ベントも多<て飽きることがないよj 

@@ 優 
v.__y 

〇ラトナ村の門番に、海魔族の女を人魚たちの 
都まで連れていってくれと頼まれてしまった。 
こうして新たな海へ入ることになる 

未知の海は危険がいっぱい 
2つめの輝水、おどろきの輝水は地上の 

崩れかけた塔にある。ここはかなり苦しい 

戦いになるが、癒しの輝水とマーエのおか 

げで、どうにかおどろきの輝水を堅琴に張 

ることができた。このおどろきの輝水には、 

戦う相手の防御力を2分の1にしてしまう 

力があるのだ。 

より深くの海に潜った2人は、ラトナの 

村にやって来た。この村の先には、静けさ 

の海がある。確か静けさの海にも輝水があ 

るとか.。村の外れで会った門番の卜一 

ルに頼まれて、捕虜の海魔族を人魚族の都、 

クーリデイアに連れて行くことになった。 

静けさの海にはより強い見たこともない 

乱水生物が待っていた。このi毎にははたし 

輝水を求めてマーエと2人旅 
ここは人魚の村ネリド。あの、命の恩人 

のマーエがいる村だ。 

ここで、海を荒らす乱水生物や海魔族を 

倒すためには、海神の力が必要であること、 

その海神は神殿とともに^毎底に沈んでしま 

ったこと、そしてその神殿を引き上げるた 

めには輝水の糸を張った竪琴が必要だとい 

う話が聞ける。 

本当に海神を復活させるだけの力がある 

か、力言式しとして癒しの輝水を取ってくる 

ように言われてしまう。輝水を守る水守亀 

は倒せるのだが、癒し水がなくなってしま 

うので帰り道、舌し水生物にやられてしまう。 

どうにかこうにか輝水を持ち帰ると、マー 

工が待っていて くれた。 輝水の竪琴を使う 

ためにはどうしてもマーエが一緒じやなく 

ては。ということで、ここからマーエとの 

輝水を求めた2人旅が始まる。 

マーェが癒しの輝水を張った堅琴を弾く 
gg物これ〇 
gがのか2 
■持塔けつ 
■ちにため 
Iかは塔の 
|夢まとに輝 
Vえんあ水 
■てでるは 
_いもら地 
®るなし上 
■ぞいいの 
，怪。崩 

〇陸上ではマーエをこんなふろに抱えていたの 
か。う〜む。それにしてもいったいこの霧は7 

f.:S；S；S；S；S；S；S；S；S；^ 

2 な/cfeも 
不氦昧な乱水生物 
真水に巣 < ラ悪水生物は数少な< 

ザ！なつたが、海にはより恐ろしい乱水 

0生物がウヨウ3。どれち不気味な連 

中ばかりで、よ<こんなに変な怪物 
¢1を考えつ < もんだと感心しちゃラ。 

Crt ちちろん乱水生物は、より深<、 
より遘<の海にいるやつほど強<な 
るので、遠出をするときはちゃんと 

_準備（癒し水や審消し、それにセー 
* フも）をしてかe>にしよラ。 

しかし、ゲームを進めてい<と新 

^しい乱水生物に出会〇のが楽しみに〇ツルギ魚。海の中のわりに 

のた〇 
がら血 
め登吸 
ん場ナ 
どすマ 
ろるコ 
にのだ 
なで$ 
る戦Q 
うや 

..-，在つ し^_〇 'XUTJ y ^ ■ノ 人；；《-co 、J ソ/_( u=iJ しノ'し，〇 - I ノ し〇 «/ ■ «v は魚が少ない気もする 
〇アンモナイトじゃなくて卜 〇見るからに不気味なユウレ 
サカ貝。守りが固そろだな イグモ。海底に生息している 

は2; っヒプ•叭 
It:« 

w 

tl % 
nx W 

るg W 
g !« 
はW 

〇癒しの輝水を糸にして 
張つた輝水の竪琴。全て 

の糸を張つたとき、海神 
を復活させられるとか 

〇静けさの海に入る。その 
名とは裏腹に乱水生物が多 

い。それも今まで戦つた敵 
よりワンランク上なのだ/ 
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を積んでいたとしても、イベントを無視し 

て先へ進もうとしたら、永久にはまってし 

まう。そして、もうひとつの大きな特德TC 

ある3Dマップ。ワイヤーフレームタイプ 

『ウイザードリイ』の3 Dマップと『テイ 

ル•ナ•ノーグ』の戦闘シーンをたして2で 

割ったようなゲームが、この『デス•ブリ 

ンガー』。だが、どこにでもあるRPGだと思 

うのは大間違い。現れるモンスターを倒し 

レベルを上げて進むといったRPGが今ま 

で主i荒だったが、このゲームは事前に用意 

されたイベントをクリアしていかなければ 

先に進まないというシナリオタイプ。いく 

ら、自分たちパーテイのレベルが高く経験 

ソロンの村の周辺に広がるノルロスの森を 
北に進むと、ゼフトの森が目の前に広がる。 
ここは、村の住民を脅かすオークが住む洞 
<つがあるので、森を隅々まで探してほし 
し、。オークの洞<つに潜入し、待ち構える 
オークの王を倒せば、このイペントはクIJ 

アできるはすだ。なお、洞<つ内は真っ暗 

〇ここがオークが住むオークの洞く二 

ランタンなどを装備してから入ろう のオークたちと姿が違3のでわかる 

オークの洞<つをあとにしたらガレクラー 
ル港に行き、宿屋に泊まっているスメ□ギ 
と会話しよ〇。頼もしい助っ人になって< 

れるハズ。そして、再びソロンの村に戻る 
と、驚<べきことに、村全体がディガの騎 
士団に襲われ廃墟となってるのだ。ここで 
は、寺院があった場所にディガの騎士団の 
首領がいるので倒すこと。首領は、それほ 
ど強<ないので、楽勝だろう。 

騎士団の首領を倒しだらティボスティーの 
森にあるエルフの村を訪れよ〇。オークの 
王を倒しだあとからは、村の人々がフレイ 
ヤーを歓迎して<れる。と<に、村長は、 
エルフの戦士ラーラアルガスを紹介して< 

れるのだ。あと、寺院に行って魔法を習得 
しよう。なかには魅了などといった、モン 
スターの動きを停止させるとても役に立つ 
魔法もあるのでお見逃しな<。 

エルフの村をあとにしだ5ティボスティー 
の森を < まな < 探索しよラ。 どこかに必す 
ノドゥの神殿に通じる道があるはすだ。ノ 
ドゥに入る道は、エルフのラーラアルガス 
を連れていなければ、通ることさえできな 
いので、必すバーティに加えておくように。 
ちなみにノドゥの神殿は、それほど複雑で 
はないが、重要なアイテムが隠されている 
ので、見落とさないよ〇に。 

〇再び旅立ちの地であるソロンに戻つ 

て見ると、そこには廃墟の村が…… 

〇これが、ソロンの村を襲ったディガ 

の騎士団。何としてでも倒さねば 

〇エルフの村の長老に‘会ってみた。彼 

はエルフの戦士を付けてくれるといラ 

〇ここは、エルフの村の魔法使いの家。 

様々な攻撃魔法を教えてもらえる 

〇テイボステイーの森を奥深く進むと、 

ノドウの神殿がこつ然と姿を表わす 

〇厶厶厶、今まで見たことがないモン 

スターだ。この奥は怪しいそ 
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ストーリー重視の本格RPGガ PC-9801シリーズ 3.5.5HD、5DD 

PC-88VAシリーズ 5HD 

X68000シ U—ズ 5HD 

9800円 

■発売元/日本テレネツト■発売中 

(88VAは2月10日、X68Kは3月10日発売予定） 

ではなく、森ならば、木があり、その隙間 

からは背景である山々が見えるというもの。 

これがなかなかクセもので、分岐している 

道を見落としやすい。マッピングするとき 

は生意が必要だ。 

--ゲーマーの談鐽-- 

「戦闘シーンがおもしろそろ」「魔法使わな 
きやザコでも勝てない//3D画面の重ね 
合わせ処理はいいね」「グラフィックにもろ 
少し凝つてほしかつたな」「マッピングはし 
つかりガ」「アクション性はまつだ < ない」 

⑱俨 

〇目の前にいるのがオークの王だ。他 

置, 
■■ ：^£： 

^ ，ザ:;— 

骤感 

以冷 
lM. 

  

■■一、 B 

Himi■顧 

匯が| 「.— ■- -； ^ 11111^ ^ 

■■■■■■■■ 

m 

〇これが戦闘シーン。 
パ—テイの行動を事前 

に選択するだけで自動 
的に敵と戦つてくれる 

all 
一—;ji 



■ゲーマーの談驢- 
「敵が頻繁に出るのがツライね/その割に 
強いし」「中盤からは薬草を持てるだけ買つ 
だもんね」「最後まで気が抜けない/」「その 
ほかのバランスはいいし、グラフィックも 
〇」「短気にならすにのんびり挑戦すべし」 
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〇左がセルゲイの婚約者シレーヌ。そして右が 
ケンの恋人のクミコだ。似てるでしよ7 

恋人のク5コがさらわれた/ 
主人公のケンは、なりたてホヤホヤの夕 

イムパトロール隊員。久しぶりに恋人のク 

ミコと会う約束をしたが、クミコはケンの 

目の前で突然何者かにさらわれてしまった。 

初仕事が恋人の救出とは……ケンは2人が 

漂着したと思われる16世紀に向かった。 

ゲームの中心となるのは都市ロデラ 

—ン。街の人たちの^&をいろいろ聞くうち 

に、セルゲイという貴族と傭兵隊長のハー 

ベイが対立しているとか、セルゲイの女昏約 

イベントの数は約100コ/ 
このゲー厶で注目したいのが、豊富なイ 

ベント。約moというその数もさることなが 

ら、マンガちつくなグラフィックもなかな 

かカワイイのだ。 

どのイベントもだいたい引き受けるかど 

うかを選択できるようになっていて、どう 

するかはプレイヤーしだい。お金がないと 

きには宝探しで乗り切るとか、牧場で手伝 

うなんていうアルバイトもあるのだ。ただ 

し魔法に関してだけはIつ丨つクリアして 

いかないと「修^1が足りない」といって新 

しい魔法を教えてくれないこともあるぞ。 

それから、人助けはして損はない/いい 

ことをすればいいことがあるのだ。 

者シレーヌがクミコにそっくりだとか、こ 

れはきっと……と思わせておいて大ドンデ 

ン返し.グ実は12世紀のこの街で起きた事 

件に関係があるらしいのだ。 
ゲームのタイプとしては、敵（なぜか魔 

獣が街をうろついている）を倒しながら装 

備をそろえ、いろんな技や魔法を身につけ 

ていく……といった普通のRPG。タイムマ 

シンを使って、12世紀と1503年丨月I日か 

ら7日までを自由に（はじめは実際にプレ 

イした日までしか行けない）行き来できる 

のが特徴だ。場所によって行ける日が決ま 

っているところもあるので街の人の話はよ 

く聞こう。それにしても、どこにいても夕 

イムマシンに戻れるシステムは便利// 

〇傭兵隊長の八ーベイは、クミコをセルゲイの 
婚約者のシレーヌと間違えている様子だ 

〇戦闘シーン。敵によって頭、胴体、手足と弱 
点が違ラ。弱点をつかむと、より効率的だ 

時を超えてめぐ'るラブ□マンス!？ 

時空の花嫁 
► 

PC-8801 mk 11SR シリーズ 5D 7800円 
PC-9801シリーズ 未定 

未定 
MSX2 3.5DD 

■発売元/KOG ADO 

■発売中(98、MSXは発売日未定） 

LRM 
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〇クミコを連れ去つた男モ—リ 
スは、12世紀からやつてきたら 

しい。この男もクミコを誰かと 
間違えているのかな…… 



あ鬼 

「AVGだけど妖怪との戦闘シーンはRP 
Gつぼいネ_»「でち、攻撃方法を選んで狙ろ 
場所を指定するだけだからA V Gを楽しみ 
たい人にもオススメね/手塚キヤラも生き 
てる/ひよろだんつぎには笑つだなぁ」 

⑱㊣輒 

手塚キヤラがウレシイAVG 

mm 
[PC-8801mkiiSRシリーズ[5D「8800円1 

■発売元/クエイザーソフト■発売中 

地獄絵巻の章 

醒醐は、天下がほしいがために、これか 

ら生まれて来る自分の子供の体を魔神に売 

った非Itな男だ。そのため、目、耳、手足 

など、体の48か所のない子供が生まれて来 

てしまった。やがて、その子は川に^£され 

てしまうのだが、運よく寿海という医者に 

拾われ、体の足りない部分を作ってもらい、 

元気に育てられた。そして、その子は、'百 

鬼丸〃と名付けられた-0 

プレイヤーは、その百鬼丸になり、失っ 

た自分の体を取り戻しにいくのだ。ゲーム 

〇妖怪に捕らえられていた、'たすけ〃を夕女夕 
た百鬼丸とどろろ。彼は重要な人物となるぞ 

は、百鬼丸がすでに四十数匹の妖怪をやつ 

つけたという設定で、妖気につつまれた2 

つの村を中心に展開される，たすけ、やよ 

い〃兄妹との絡み、かえらずの森(迷路)、村 

人たちとの会話などで倩報を得て、大津(こ 

の村の領主で悪い奴）のとりでに乗り込ん 

でいく。村では魔神や妖怪に出くわすとバ 

トルモードとなり、戦闘に入る。敵の攻撃 

圃隱 
〇どろぼろが本職のどろろだが、いつのまにか 
百鬼丸とうちとけ、一緒に妖怪退治をすること 
になる……。ほんとイイコンビだ 

は多彩でかなり手強いが、倒した後には重 

要アイテムが手に入ることも。相棒のどろ 

ろを引き連れ、最後の敵•魔神を倒し、元 

の体を手に入れるのだ。 

Ol度足を踏み入れたら2度と戻れないといわ 
れる"かえらずの森"。脱出の方法はあるのか7 
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〇アクションの苦手な人なら途中で投げ出した 
くなるよろな難しさ。八ードスクロールについ 

〇画面の外に後退すると初めに戻されてしまa 
が縦スクロールよりはまだいい。ほんの1歩行 
き過ぎたり、ブロックをふみ外すと行き詰まつ 
たりするので、しっかりコースを覚えよう 

お助けキヤラだち 
■フィンクス 

(-ゲーマーの談、 
「縦スクロール面なんとかして〜/」「ほか 
のところはクijアできるけど……/アクシ 
ヨンの得意な人は挑戦してみてガJrl画画 
に1つ何かあるし退屈はしない」「武器（や 
魔法）の種類があればもつとよかつたねJ 

⑱⑱㊣⑱軌 

妹を探す旅の途中、傷ついたケレシスは、 

アレイド王国のリーナ姫の看病によって救 

われた。一見平和そうに思えた国だったが、 

魔物が現れ人々が国から出ていったため、 

それを苦にしたアレイド王は、病にかかっ 

てしまった。ケレシスは王の病を治すため、 

メアという薬草を採りにでかけるが、薬草 

を手にして戻ると、リーナ姫がメアを探し 

に行ったまま戻らないという。今度はリー 

ナ姫を探しに行くことになるが……。 

剣I本で戦い進むアクシヨンRPG。ゲー 

ム画面は、8方向に移動できるフィールド 

と、縦スクロールと横スクロールの洞くつ 

から構成されている。フィールドでは丨画 

面中に必ずIつ、ヒントやアイテムをくれ 

たりPOWERやFINDをあげてくれるキャラ 

がいるぞ。POWERやFINDはIつでも取り 

忘れるとつらいので、マッピングしながら 

やっていくといいかもしれない。縦•横の 

スクロール面の最後には各エリアのボスキ 

ヤラが待っているぞ。そして、最後は魔王 

ゴルべリアスとの対決だ。 

ゴルべリアスと対決する前に倒さな 
ければならない7匹のボスキヤラだ 
ち。ゲーム中のヒントをしつかり聞 
いていれば結構ラクに倒せる敵ばか 
りだが、忘れてしまつだ/といラ人 
は参考にしてほしい。ちなみにコイ 
ツらを^！さないと先に進めないぞ/ 

捕らわれのリーナ姬を救い出せ/ F[ 
MSX2 13.5DD27800Rj 

■発売元/コンバイル■発売中 

JLi 

〇プレイブ•リングがなけれ 07匹のボスキヤラを倒して 
ば重要なヒントを聞くことが ゴルべリアスの所まであと一 

できない 歩だ/ 

〇画面中の敵を何匹か 
倒すか、木や石を突< 

と穴があくことも. 

7匹のなかで1番ラク 
な敵。羽ばだいている 

ときはダメ—ジを与え 
5れないので、羽をと 

じて止まつているとき 
に攻撃するといい。 

フレVや一の動<方向 
に岩を投げて攻撃して 

<る。できるだけ近づ 
いて、岩を投げる手元 

を見てよけると大き< 
逃げまわ5なVていい。 

葉つばを飛ばして<る 
木の怪物。それほど攻 

撃は激し<なぃ。とに 
か<ひだす5よけて攻 

撃するしか倒す方法は 
ない。 

骨がバラバラになつて 
いるときに、赤い部分 

を攻撃しよ^。両上ス 
///によけながら、真上 

かe>剣で突けば意外と 
ラクに倒せる。 

アワを飛ばして<る手 
と腕しか当だり判定が 

ないので、7匹のポス 
キヤラのなかで1番難 

しい。POWERを満 
タンにして挑戦すペレ。I 

S■國 
(上から)|510-|2〇で0-〇$£〇:を満タンに回復してく 

れるランダ—、FINDをあげるとPOWERを少し回復 
してくれるエニ—、POWERをあげるとFINDを少し 

回復してくれるデイナ。ゲ—ムマップ全体で数か所しかい 
ないがとても役に立つキヤラたちだ。とくにランダ—はウ 

レシイ存在。居場所を覚えておくと便利なのだ。 

P〇WERが少ないの 
で見かけによらす簡単 

一に倒せる。飛んで<る 
頭を攻撃してちいいが、I 

炎を吐いて攻擊して< 
る。伸びて<る首を真 

下から攻撃するといい。I 
向かつて右側の首のほ 

上にまわつて攻擊する〇が長 <止まつている 
手ちある。 ので攻擊しやすい。 
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久しぶりのリアルタイムSLG。それも太 

平洋戦争をあつかったものとなると、待ち 

に待っていたSLGファンもいることだろう。 

さて、どんなゲームなのかというと……「真 

王朱湾単i」とという 

2つのシナリオがあり、「真珠湾〜」が終わ 

らなければ「本土〜」には進めないという 

2部構成になっている。たとえば、「真珠湾 

~jで沈められた戦艦は「本土〜」では選 

次に航空機だが、これは迷わず最強のも 

のを選ぼう。ゼロ戦21型、97艦攻、99艦爆 

ではどうしても苦しい戦いになる。航空機 

は「真珠、湾〜」で撃墜されても、「本土〜」 

の前に選びなおせるので、思いきった選択 

をしてみるのもいいかもしれない。 

_r _-/*»へ ,- 

連合艦隊と編成 

PC-9801シリーズ 3.5-5HD 

X68000シリーズ 5HD 
1万2800円 

■発売元/アートデインク 
■発売中(X68Kは3月下旬発売予定） 

〇燃料を満載して艦隊について行く補給部隊は 
艦隊戦にメチヤ弱いのだ 

まとめて丨つの「艦隊」と呼び、最高8コ 

まで作れる。これを有効に使えば丨度に十 

数機の攻撃隊を出撃させることも可能だ。 

ぶことができないとか、初めのシナリオで 

善戦しなければ2つめのシナリオはかなり 

つらい。アニメーションするゼロ戦や海軍 

機のなかなかすごいグラフィックの入った 

「タイトル.プレビュー•ディスク」がつい 

ていて、これは一見の価値あり。 

重要な兵器選択 
まず、開戦準備として艦船、航空機（ァ 

イテム）を選ぶ。ここで旧式の弱いアイテ 

ムを選んだのでは、快勝はムリだ。艦船は 

「本土〜」でも同じリストから選ばなければ 

ならないので、「真珠湾〜」に勝負をかける 

ならば、大和、武蔵、大麋、信濃をいきなり投 

入してもいいだろう。あとにとっておきた 

し、人は、実際の真珠湾攻撃で使用された艦 

船中心に組んでもいい。 

〇選べる艦数は決まつ 
ているので質で勝負。 
実際に使われた飛行機 
ではとても勝てないぞ 

〇紫電改2は艦上機の 
予定だったとか。爆弾 
もつめるのがウレシイ 

このゲームは、指揮権が4種頃に分かれ 最後の「補給本部」は丨番軽視されがち 

ている。「連合本部」では、各艦隊の行動を だが、これは燃料、弾薬を味方の基地に運 

マウスによって指示する。ハワイ周辺の地 ぶときなどに重要である。 

図から行きたいところに 

ラインを引くだけで、艦 

隊はライン上を移動し、 

その地点に侵攻するのだ。 

また、暗号を送受するの 

もこの本部である。 

次に、丨艦丨機の行動 
を戦術レベルで動かすの 

が「艦隊本部」だ。ここ 

では戦闘の様子を詳しく 

見ることができ、艦隊陣形を指定したり、 

少し離れた敵に対して攻撃隊を発進させた 

りすることができる。このとき、4旨揮官の 

I機を動かすだけで指揮系統に入っている 

すべての航空機を動かすことができる。 

「編成本部」はこのゲームでもっとも重要 

な咅15分である。ここではすべての艦船、航 

空機が、旗艦や隊長機（動かすのはプレイ 

ヤーだけどね）のネ蹄で行動している。も 

し、この旗艦や隊長機がやられると配下の 

アイテムはバラバラに行動してしまうのだ。 

こういうときは「編成本部」て新しい旗蓋 

を決定すれば、再ひ整然とした行動がとれ 

〇「艦隊本部」で艦隊戦るよつになる。ちな 
を上から見物。機会をみに、gを中心と 
ぢ攻撃隊を発進させした艦と航空機を、 

戦力集中の原則 
このゲームは、はっきりいって史実のよ 

うな航空機だけによる奇襲攻撃はムリ。航 

空機を30機程度しか選べないということも 

あるが、爆弾•魚雷の補給方法にも関係が 

ある。爆撃機や攻撃機は800キログラム爆弾 

や魚雷をI発しかつむことができないので、 

それを使ったら空母に帰って補給しなけれ 

ばならない。そのままでは戦闘機と対空砲 

火のエジキになるだけである。よって戦闘 

海域には艦隊とともに入り、航空機の単独 

攻撃はなるべく避けたほうがいいだろう。 

また重要な戦いは、ゲーム速度を少し遅く 

してじっくりやることをおすすめする。 

グー.. ゲーフーの談話室. 、 
アルタイムの太平洋戦争ものなんてワ 

クワクするね/*5〜ん、しかし難しいj「本 
土戦じやポ□負けしだもの/連合艦隊の司 
令長官から戦闘機の/ Xイロットまで1人で 
やらなきやならないから大変だなあ」 

㊃⑱㊃@轉し 
V—_ 
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[PC-9801シリーズ] 5HD、3.5.5DD I 6800円1 
■発売元/ビクター音楽産業 
■発売予定/2月16日 

f-ケーマーの談雜-^ 
「わりと難な<解けるね/やり残しだこと 
があると先に進めないし」「□ードすると、 
その時点の状況がわかるよろになってて親 
切/でも、やや平凡j「^>ル、もろちょっと 
インノ \クトが欲しい気がするね」 

@(g)(i)©(L 

ようで、最初のうちは勝てても、2〜3時 

間もプレイしていれば、たちまち勝てなく 

なる。あらかじめ、個性ある打ち方をする 

コンピュータのデータもいくつか用意され 

やればやるほど味が出る陣取りゲ^ 

FORTRESS 
うの勝ちとなる。 

このゲームは、プレイすればする 

ほどコンピュータの思、考ルーチンが 

主人公、山崎弘美は緑ヶ丘高校に通う3 

年生。突然の事故で死んでしまった両親が 

残した「コーポ山崎」を弟の直樹と管理し 

ている。 

そんなある日、かつてのクラスメート、 

室岡幸子の死を知らされる。事故とも他殺 

とも思われる幸子の死に疑問を持つ弘美。 

さっそく幸子の転校先である白河学園に単 

身、乗り込み、調査にあたった。そして調 

査を進めるうちに、事件は思わぬ展開を見 

式のアドベンチャーゲーム。殺人事件とし 

うテーマのわりには軽いタッチでx'新ライ 

卜感覚アドベンチャー〃というのがウリ。 

ツイン*ソフトさんのデビュー作た。 

強化されていくのだ。マスが36しかないの ている（このデータもフレイすれば強くな 

で、プレイヤーのうつクセをつかみやすい ってくる）。 

IMW 
連続殺人事件の翻I; 

■ゲーフーの談雜■ 

關顧：_ _ _ 
«GMLMA0<C> ¥iti(a\UO WGIM>T<C> 

國醒圈國圓 
AU(I> VICTOKD CI0SS<C) fWIStKO 

醪釅置 将棋やチェスに似た陣取りゲーム。対戦 

相手と交互に6 X 6のマス目に要塞を築い 

ていく。何もないマスに築くと、そのマス 

の上下左右に旗が立てられて自分の陣地と 

なる。相手と陣地が重なった場合、大きい 

ほう（要塞は3階建まで可能）の陣地とな 

り、となりに要塞を建てられた場合は、力 

の弱いほうの要塞が壊されてしまう。これ 

を21回$喿り返して、最終的に陣地が多いほ 

〇いざ、対戦/といったところ。序盤戦での攻 
防で、だいたい勝負が決まってしまう 

t 

C 物F 1; 

BMIJDXESS3 1 
E 

r siii® 

1! hrA 1! 8GOKE 7 »• <0 I 

TURN » OP 22I 
GAME i OF IB 1 r 

〇もうターンも残り少なくなってきたぞ。あっ、 
こりや負けね。ラーむ、再度挑戦// 

ま 

「『上海』とか『テトリス』とか、あのヘン 
のノUに近いね」「その割にはルールガ、ち 
よつと覚えに<い/覚えちやえば、なかな 
かハフるんだけど……」「まあ、末長く遊べ 
るゲームではないでしよ一かJ 

⑱®@)懲我k 

!?賢 

せ始める。しかも弘美の管理するコ 

-ポ山崎の住人も次々に殺され、一 

見何の関連もないと思われた事件の 

裏には意外な事実がかくされていた。 

プレイヤーは弘美となつて事件の 

真相を解明していく、コマンド選択 

PC-9801シリーズ 5HD 6200円 
PC-8801mkiiSR シリーズ 5D 

7800円 FM-77シ1J ース 3.5D 

XIシリーズ 5D 

■発売元/ツイン.ソフト(98のみ武尊で発売） 
■発売中 

rr B 
E trd 

fend trd 

C l r 

r w 

■ E 

ms ~ «ih$: 〇 

IPI™ 
VII6： I 

：omim 

8GORH 10 < 20 

コーポ山畸"の住 
入の証言はこまめ 
こ聞いてまわろラ。 
その話から事件の 
重要なヵギか'見つ 
かるぞ。 

〇対戦相手は' あらかじめ 
5人用意されている。どれ 

も、かなりの強さで、そ5 
簡単には勝てまい . 

〇亡ぎ父の部下、大岩 
刑事。弘美の良さアド 

アイザ—である 

015回対戦したあとに 
結果が表示される(途 

中でやめるも可) 
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新作ゲーム先取り/- 

Soft Flash 
※このコーナーで紹介している画面は開発中のものです 

今回紹介している7本のうち5本がMSX2。 
ぼかの機種はどうしてしまったのか。実は、新 
作の情報があちこちから入ってきているんだけ 
ど、まだ画面は見せてもらえなかったのだ。デ 
ータウエストの『第4のユニット3•デュアル 
ターゲット』、ウルフ•チームのAVG『ガウデ 
ィ』など来月には画面が見られそろだそ。 

ザ•ゴルフ 
「MSX2 I3.5DD「6800円1 

■発売元/パック•イン•ビデオ 
■発売予定/2月21日 

MSXに本格3 Dゴルフゲームが登場/ 

いままでのパソコン3 Dゴルフゲ_厶とい 

えばラインだけで描かれた貧弱な画面だっ 

たり、表示にやたら時間がかかっていたも 

んだけど、この『ザ•ゴルフ』は、写真を見 

てもらえばわかるとおりの美しいグラフィ 

ック、そしてその画面表示が十分速いのだ。 

ゲームはI人で練習できる卜ーナメント、 

みんなでわいわい楽しめるストロークプレ 

イなんかがあり、名前の登^^もできる。ま 

ずは上から見たサブ画面でコース全体を確 

認しよう。そしてお待ちかねの3 D画面だ。 

方向とクラブを決めたら、パワーと王求種は 

キーを押すタイミングしだい。白いボール 

が美しい3D画面の中を飛んでいくぞ。な 

んとも気持ちいいゴルフゲームだ。 

コナミ•ゲーム 
コレクション番外編 

[MSX2 l=3.5DDl4800円] 

ボリューム4まで発売されたゲームコレ 

クシヨンの番外編。懐かしのレトロゲーム 

からは『ピポルス』『ハイパーラリー』『口一 

ドファイター』の3本。そして、番外編特 

別企画として4本のゲームが収録されてい 

る。まず、一発ゲーム2本は、お寺の小坊 

主つるりん君が、お務めの間に和尚さまに 

気づかれな 

いようにお 

供えを盗み 

食いすると 

いう『つる 

りん君』、そ 

一めん早食 

■発売元/コナ5 

■発元予定/2月中旬 

い競争の『はいぱ一そ一めん』。それから、 

2 ~ 4人て遊べるパーティゲーム2本は、 

コナミのゲームカートリツジで神経衰弱を 

しちゃう『タイトル合わせ』と、五目並べ 

とオセロゲームをあわせたような『アゴボ 

ード』と盛りだくさんの内容だ。 

クレアスター 
「PC-9801シリーズ f3.5-5DDv5HDl9800円1 

■発売元/ボーステック 
■発売予定/3月10日 

3つのシナ 

リオから構成 

され、会話を 

中心に進めて 

いく SFフアン 

タジーRPG。 

約30穩頁の敵 

ロボットや、重ね合わせ処理のされている 

背景の立体的なアニメーションがウリ。 

ゲームの舞台となるのは金乾可のはずれに 

あるクレアスター星系。文明が栄え、平和 

だったこの星系に、ある日行方不明になっ 

ていた無人調査船が戻ってきたときから、 

悲劇は始まった。調査船に乗っていたロボ 

ット「ワークユニット」は、人類を滅ぼす 

ため、クレアスター星系にやってきたのだ 

った。あちこちの惑星で破壊の限りがつく 

された。キミはワークユニットを破壊する 

ために、戦いに乗り出すのだ/ 
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釣Dキチ三平 
釣D仙人編 

fMSX2 |~ROM 厂6800円 | 

■発売元/ビクター音楽産業 
■発売予定/3月 

『釣りキチH平』シリーズ第2弾。今回は、 

釣りの奥技を極め、釣り仙人と呼ばれる老 

人が登場する。三平は、釣り仙人の作った、 

今まで誰もその主を釣り上げた者はいない 

という難しいコースにf兆戦// 

コースは全部で6つ。それぞれのコース 

の最後にはボスがいて、ボスの部屋のヵギ 

をもった魚を釣り上げなければその部屋に 

入ることができないようになっている。先 

に進むにつれて地形は複雑、コースは長く 

なっていくぞ。 

画面は前作と違い、水中を横から見た状 

態力策示され、魚や釣り針が見えるように 

なった。左:^黄スクロールで、エビやカニ 

などの敵キャラをさけながら魚を釣り上げ 

るというアクションゲームだ。 

テストドライブ 
PC-9801シリーズ 3.5.5HD 

6800円 
PC-8801mkllSR シリーズ 5D 

■発売元/ボニーキヤニオン 
■発売予定/3月21日 

このごろはやり（かな？）の3 Dドライブ 

ゲームは、そのほとんどが車の後ろから見 

た画面だ。しかしこの『テストドライブ』 

では運転席から見たアングルとなっている。 

それだけシミュレーシヨン色が濃いものと 

いえそうだ。いかにも自動車の国アメリカ 

で人気を博したゲームらしい。 

試乗（テストドライブ）する車はランポ 

ルギーニやポルシェなど、局級スポーツカ 

一の5台。山のふもとから頂上までのコー 

スなので、 景色をながめながらのんびりと 

……なんて思っていると、急カーブや対向 

車、後ろから迫る車もあって、これはなか 

なかハードなシミュレーシヨンゲームだ。 

リアルなドライブ感が味わえそうだけど、 

運転免許のない人には難しいかもね（？）。 

熱血柔道 
fMSX2 |~ROM「6800円1 

■発売元/ボニーキャニオン 
■発売予定/3月21日 

今まで空手などの格闘技（アクション） 

ゲームはいろいろあったけれど、柔道をあ 

つかったものはなかったと思、う。 

このゲームは、プレイヤー（4人のキャ 

ラから丨人を選択する）力S1場に入門して 

から、昇趙式験に挑戦してレベルを上げ、 

町内大会、オリンピックで優勝するまでを 

イ本馬矣することができるようになっている。 

試合では審判がリアルにしやべったり、 

技の種類もいろいろあって、より本物に近 

いものを目指しているぞ。もちろん2人プ 

レイも可能。また、「監督モード」で自分は 

プレイせずに監督の立場からゲームをする 

こともできる。 

マラヤの秘宝 

しつじ 

しれ入 

r r 
rr ■ 
r, r. 

%; r r 
r「r r r r, r r r r r r r r r 
r r r r r r, r ■ r, r. r r r r c r 

今年の夏には、「インディ•ジョーンズ」 

シリーズの3作目が公開されるみたい。な 

んでも、インディの父親<役が、ショーン* 

コネリーだというから、今からとっても楽 

r r.moj 
ntcL/ro ゥ/ 

さ9Ai<f^oしwし* 

，ゴ-ル〆ガClつ 
1? 

r r r r_r しr r r r r 
.f T.T r 

いいえ 口 

r.,r. 
r r 
r r 

織鼸驪驪__1騍 
…す *• / # ^ ^ A 

しみ。そんな、ハリソン•フオードのライ 

バルになりそう（？）なのが、このソフト 

だ。 

主人公は、前人未到のマラヤ地方（東南 

アジアの秘境）のジャングルの奥に眠る秘 

宝を求めて冒険するアクションゲーム。マ 

ップ上に仕掛けられた無数のトラップ、魔 

人、そして迷路……。 

数々のモンスターをなぎ倒し、そこに見 

たマラヤの秘宝とは、一体何？最後の最 

後まで、息をつかせぬドキドキハラハラの 

ゲームなのだ。 
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鞠移植 
m^ees OMSX2版『アンジェラス』。こ 

のほかにも9B、FM77AVへの移 
植の予定が決まっている。98、F 
Mは4月ごろに出る予定 

昨年末の新作に押されぎみだった移植も 

ようやく動き始めた感じで、続々と新しい 

ものが決まっている。 

まず長尊からは、88版で出ている『里爾 

道』が98版とX丨版で3月下旬発売予定。 

同じく武尊からX I版『アウトランダース』 

が2月下旬。 

次に88しか出ていなかった『信長の野望• 

戦国群雄伝jと『水；'許伝jiがX I turbo版と 

98版で3月発売(光栄)。 

『ミッド.ガルツ』（ウルフ•チーム）が88 

への移植のあと、3月にMSX 2+専用で、 

4月下旬にはMSX 2で発売の予定。また、 

『アークス』X68 Kは3月下旬に予定されて 

ほかには、『ぎゅわんぶらあ 

自己中心派2』（ゲームアーツ） 

が4〜5月にMSX2で、『M& 

M2』X68Kが3月ごろ発売が予定されて 

いるぞ。今月はこんなところにして、MZ— 

2500から移植のノ、。ズルゲームを紹介// 

いる。 

OOX昍K版『ホテルウォーズ』。 
グラフィックはX6BK用に描き直 
し、新しい絵も加わった0マウス 
での操作も可能 

フルー1グ•フiHW 
MZ-2500 3.5DD』■発売元/]ムパック© VルツがメクUル' 

X68000シリ-ズ| 5HD「即■発売中 仆ル。XS8Kらしいでしよ 

すんごいアクションゲームがつぎつぎ 醫^〇わ〜ん、ブロックを飛ばし間違〇全部フル-ツを取ると、手に持 
，-〜且■レ，チ'44^、1 •、み、 えちやった〜。白八夕振ってギブ つたクラツカーからGon吕「atul に登場するX68000だけど、なぜかしらか 

わいいキャラクタのゲームが少ない（あ 

つたかな？）。というわけでこの『フルー 

ツ•フイールド』、アクションゲームじゃ 

ないけれど、かわいいキャラが主人公の 

パズルゲームだ。 

MZ-2500からの移植^で、X68000なら 

では/つてゲームじゃないけれど、この 

微妙な色あいはさすがだね。 

主人公はRem くん。Rem くんを操って 

ブロックを動かし、画面中のフルーツを 

全部とれば面クリアってゲーム。ブロッ 

クは矢印の方向に飛ばすことができるし、 

ほかのブロックや壁にその矢印が向いて 

くっついていれば壊すことも0K。しかし、 

アップ。この動きもかわいい/ ations /の文字がポーンと出る 

矢印が向き合ってくっついているブロッ 

クは動かせないし壊せない。以上のルー 

ルでフルーツを取らなければならないの 

だ。簡単そうで難しい。 

Rem くんの動きがちよこちよことかわ 

いい。とくに失敗して白ハタを振る姿が 

いいね。数面ごとにかわるフルーツもお 

いしそう（でも、かぼちゃや栗ってフル 

—ツかしらん？）。全部て別面あるし、コ 

ンストラクシヨン機能も付いているそ'。 

〇ラストの99面。わ一、な 
んだこのブロックは/ I 

手間違つたらも一つおわり 

〇サクランボがおいしそIつ 
だけど難しそ-つ。ところが 

意外に簡単よ(右上參照) 

〇矢印の向き合つたブロッ 
クをくつつけるとあとが大 

変。よ〜く考えてね 
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___ :s ^ 

屑響震..'.。... 

.tfmWmmm 

U… 

今、戦いの幕は 
切って落とされだ！! 

彼女を待つ 
衝撃の事実とは!? 

S-SWAT唯一の女性隊員で 
チヤニーズ•ヒル(前作の舞台)の 
防人一族の末裔である 
ライラ•アルフオン！！ 

続々と現れる 
この世の物ではありえぬ 
ク|Jーチヤーだち/ 

そして謎の邪教集団の 
暗躍/ 

死霊戦練 
PC-8801 mkllSR シリーズ 5D 
MSX2 f3.5DD 

■発売元/ビクター音楽産業 
■MSX2版は発売中、88SR版は2月下：|g表予定， 

今月はアクションRPGの『死霊戦線2』 

だ。主人公のライラが、あんまり名前の 

ない女の子にそっくりなので、ごの~ゲー 

厶にしました0—見、ごく普通のRPG 

だ^つていて、 
映画を観てITVるような気分になるそ！ 

原発八イジヤツク. 
同時多発テ□/ 

突然の/ \°ニックに見舞われだ 
海上都市サン•ドラドに 
さらなる恐怖が襲いかかる/ 

それらを影で操る者の 
真の目的は!？ 

再び甦える 
w黄泉路〃の恐怖に 
立ち向かラ 

超能力特殊攻撃部隊 
S-SWAT ! 
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ゲームりプレイングCOMICり 

佐藤元 

翻™*『XZRII』 Aれ 
PO9801シリーズ 5DD、3.5-5HD 
PC-8801mkIISR シリーズ5D_ 8800円 
MSX2_13.5DD_1 ^ 

■発売元/日本テレネツト■発売中 r〜. 

わだしは' 
フヅーの 
よろいが 
着たいのよ！ 

ず 

4 

1 

麵 
2、 〇如射i 

給未4れ、14才中滎2啐 

3、 Wは純i、v嫂い、明 

いろいろなゲームをUクエストして 
<れて、どろもありがとろ。さて、 
なぜ今回は『XZRII』になつだかと 
いうと……。本当は、『MStM2』が 
票数では1位だつだんですけどこれ 
だと1ヶ月は、はまつてしまラので 
……。そんな、恐ろしさ（？）があり、 
次点（わずかな差）の『XZRII』を 
選ばせていだだきましだ。 

八王子市戸田和史クン、 絵心コーナ〜II 
「復活おめでとろ」7 ro u J •- 
ワシは休んでな一い!！ - 

大阪府三原丈和クン f 、 
「マジで描いてる…」？ 
いつふまじめに 

ぃだ-!(兀）ァィちゃんに、 

/\ くれだのは仙台 

\ ぅ。(元） 
フレゼント当選者.『XZRII』のソフト=鈴木善成（岩手県）横山裕一（神奈川県）長浜忠史（東京都）元先生サイン色紙+特製ピクチャーディ 
スク=亀谷光一（宮城県）山田真兒（大阪府）三原丈和（大阪市）特製ピクチャーディスク=松尾直和（北海道）土井淳平(兵庫県）寺西哲志(広37 

島県）竹内寛喜（岐阜県）伏島豊（群馬県）浅野悦男（岐阜県）高橋和弘（東京都）清水俊志（千葉県）長谷川記央（静岡県）片岡義経(福岡県） 
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ぉめ一 
ナニ 
コソコソ 
か <れて 
んだ 

なれなれ 
しいのよ- 

てめ一は 
英雄だから 
なんだよ!! 
さっさと武器 / 
でちそろえんか一いt 

ム4.“遠上%^入 
1驗減 ! DI 

7へえ一武器ゃ 
防具ちイスラム国の 
呼びかだになつてるんだ…, 

ブラックフーケツト!？ 
つて…あの表には出ない 
闇の市場のことじや 
ない…！！ 

ろちの 
近 < にち 
“どろぼラ 
市場，，つて 
いろ… 
明るい店 
があるの 
だ… 

pR営業してる 
B-Mに入るのち 
気がひける 
なあ… 

_ 

なのに 
あぶない 
薬ばつかし 

>なのょ… 

HP回復 
ヤンケル、LS□など 
MP回復 
ベニテングなど 
AP回復 
マリファナ•八シシなど 
AC回復 
コカインなど 



気をつけ 
ないと… 
どこから 
敵が… 

と…RPG面での 
戦闘はなぐ… 

情報の収集や移動 
その他につかろのだ！ 

あのーサドラー様… 
そこはエレベーターでは 
ありませんが… 

長/7しゃべ今/ 

ヒ对レノ 
あつだら / 
だすけろ 
-つ！！ 

な一んてねRPGのどつかに 
いろんな型の入□があるから 
そこから入ればアクションシーン 

さあこれで 
横スク□ールの 
アクションに 
なりますが… 
『ソーサUアン』とか 
とちがろことは… 

のスタートなのよ 

いつしよのはずのvy^ 
仲間が誰ち \^ 
いない… レ 

1人で戦ろ 
サドラ-で 
あつた… 
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簡単な迷路を 
ぬけると…弱点の 
わかりやすい 
ボスキヤラが 
いますので 
ちよちよいと… 

次の面へと 
進むことが 
できるのだよね 
フニユアルによると 

アイテムち 
とれるだけとつだし 
ダンジョンも2回も 
3回も探しだし 
MAP上も歩いだし 

あ一つ！！ 
ラいざどん 
のこ一ちり 

3日ちまつてるのに 
な一んち変化が 
ありやせんな一 
次の面にはどろやつて 
進むんだ… 

ヤーネエ… 
とりあえず 
ダンジョンから 



おめ一ょ… 
砂の中から 
でて <る 
なよ… 

な一幻… 

作者も2日 
なやんだ1面の 
脱出方法ね… 

んなの… 

画面の外に 
向って歩いて 
出れば… 

だから一 
ここの右の顔の 
ところが出口 
なのよ…！ 

m❶譽_ 
邇麟 111 

いやね… 

ここだけの話 
読者にいっちや 
だめょ… 

うhj 

ラん 
ぜったい 
言わないj 

m 

11論’ 

KstlSSS 

あのねこの先の 
面から値段が急に 
高<なるから弱い 
敵のうちにかせい 

だほ〇が 
いいのよ 

42 



1 Li:丨 

i . 
;* 

象，.， ^ V •鑛MT. »f 

if 寶if” •，プpr■… I 

よかつだ… 

いざどんの 
いラと一り… 

ここは急に 
武器や薬が 
高< なつてる… 

ついに 
最後の 
宮殿か!? 

だかだか 
2面でおわる 
ゲームが 
^あつだら 
、見てみだいわ 

EI 
アイちやんの 
フアツシヨン 
ブルーノの剣 

250 G 
マグヌスの盾 

330 G 

う一h 

敵キヤラも 
急に強 < なつて 
金かせぎが 
ムズ < なつてる 

^ ちんな一 
よかつた 

よかつた 

flPI 

第2面 
南フランス 
グルノーブル 
の森の中… 

アイちやんのご意見n—ナ— 
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ストーIJ-や 
設定は 
かなり細か< 

Pニアツクに 

なつているので 
先のほラへ行< 

1と少々… 

うん… 

全体的には 
わりと 
簡単だと 
思ろけど… 

手こずるところ 
がでて < る 
みだいでも 
順番どおり 
クUアすれば 
わりと 
楽だし… 

ゲーととして 
みれば ( 
誰でち ( 

できるつて' 

わけだね 

•「ソフトくりいむjではおハガキを大募集しています0 
ハガキに、アイちやんコムちやんにブレイしてほしいゲーム（P46〜 

47の発売予定表のなかで、発売中のものか、4后8日までに発売予定の 
もの）の名前と、住所•氏名•年齡•職業（学年）を書いて下記のあて 
先まで送ってね。このコーナーや元先生への、意見、希望、などちまっ 
てるヨ/ 楽しいハガキはマンガの中でドンドン紹介しちや〇からね。 
ハガキをくれだ人には、〇採用になっだゲームに投票して<れた人の中 
から抽選で3名の方にそのソフトを、〇/ \ガキが採用されだ人の中から 
元先生が選んだ3名の方に直筆色紙+テクポU特製ピクチャーディスク 
を、〇ハガキを<れだ人全員の中から抽選で10名の方にテクポリ特製ビ 
クチャーディスクを、それぞれブレゼントしま一す。あて先：〒105東 
京都港区新橋4-10-7 TIMテクノポリス編集部ソフト<0いむ係まで。 
今月の締め切りは3角8日、発表は5月号です。 

ぬ洲！ 、めしこ利 
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党^き BEST 10 
籲東京J&P渋谷店003-496 4141 

顒位 ソフト名 発売元 

1位 信長の野望•戦国群雄伝 光栄 

2位 ティル•ナ• ノーグ11 システムソフト 

3位 水滸伝 光栄 

4位 ピラミッドソーサリアン 日本ファルコム 

5位 テトリス BPS 

6位 ファースト•クイーン 呉ソフトゥヱアエ房 

7位 マイト•アンド•マジック2 スタークラフト 

8位 アドヴァンスト•ファンタジアン クリスタルソフト 

9位 ディスクステーシヨン創刊2号 コンパイル 

10位 スナッチャー コナミ 

籲大 反フイコンショップCSK大阪S06 345-3351 

順位 ソフト名 発売元 

i位 信長の野望•戦国群雄伝 光栄 

2位 ゥィザードリィ4 アスキー 

3位 大海令 アートディング 

4位 ピラミッドソーサリアン 日本ファルコム 

5位 スーパー大戦略 システムソフトマイクロキャビン 

6位 アドヴァンスト•ファンタジアン クリスタルソフト 

7位 水滸伝 光栄 

8位 マイト•アンド•マジック2 スタークラフト 

9位 スナッチャー コナミ 

10位 ラスト，ハルマゲドン ブレイン*グレイ 

•福 固カホフイコンセンター福岡店0092 714-5155 

順位 ソフト名 発売元 

1位 スーパー大戦略 システムソフトマイクロキャビン 

2位 ピラミッドソーサリアン 日本フアルコム 

3位 信長の野望•戦国群雄伝 光栄 

4位 R-TYPE アイレム 

5位 水滸伝 光栄 

6位 ゼビウス ナムコ 

7位 デス.プリンガー 日本テレネット 

8位 大海令 アートディンク 

9位 スナッチヤー コナミ 

10位 テトリス BPS 

年が明けて初めての集計といろことで、予想してい 
だとおり、昨年末発売されだソフトがベスト10内に 
勢ぞろい。『信長の野望•戦国群雄伝』『スーパー大 
戦略』などSLGが頑張つている。2〜3月は新作が 
少ないので、来月もあまり動きがないかも。 

■1/1〜1/15の集計 

f しっかり予想どおり唱長の野望•戦国若味if云』がダントツトップ; 

そのあとを追って「水;許伝」「ピラミッドソーサリアンjという感じ 
で、先月願っていた「サイオブレードj「スナッチャー，リップス 

° テイック•アドベンチャー」は下降ぎみだ。人気の順としてはSLG— 

RPG—アクションー**AVGとなっている。「M&M 2』や「ァドヴァンス 
卜•フアンタジアン』rウイザードリイ!V」も上昇中。 

「大戦略jシリーズ（「スーパー大戦略j『大戦咯IISP』)の新作が、発 
売さ札もうI本の新作「テイル•ナ•ノーグII」とともにシステ 

QOムソフトが上位を占拠^ほかには『大海令/ファースト•クイーン』 
などの人気があるようだ。もう少し先（3月ごろ）になるが、98へ 
の移植が予定されているr戦国群雄伝』（『信長の野望』シリーズ）が 
r大戦略jシリーズに対してどれだけ健闘するかが楽しみ。 

近ごろメキメキとユーザーの数もソフトの数も増えているMSXo先 
月の集計だけでも発売後少ししかたっていないのに2 +専用ソフト 

M の売れ行1きの良さにはビックリ。さて、今月はマイクロキャビンか 
§ ら発売の「スーパー大戰略』がトップ。それに続くのが「ゼビウスj 
ぎ 「スナッチャーJといった感じだ0 2〜3月のMSXの新作は、「アンジ 

エラス』1■ミッド•ガルツ』など他櫬重からの移植が多くなる予定0 

ダントツでrピラミッドソ-サリアン』が|位〇 rM&M2』『サイオ 

ブレード』などの新作も、この勢いにはちょっとついていけないよ 
X うだ。おもしろいことに、rソーサリアン』が結構売れたりしてい 
1 る。「ピラミッド〜』力し-段落したら次に上がってくるのは前にあげ 

た2本とrウイザードリイ4」あたりかもしれない。とりあえず今 

#のところ新作の予定はほとんどなし、0 

意表をついて『テトリス』が丨&ちょっと暇なときに……と思っ 
て始めるとやめられないというなかなか熱中するゲームだ。新作が 

F 出るとすぐ上位に入ってきて、長く遊べるものが生き残るFMのなか 
M でしばらく生き長らえそうな感じ。2位は当然のことながら『サイ 

オブレード上次の新作が出るまで、あまり動きがないような気がす 
る。今度の大きな山は「アンジェラス」発売のときかも••…-〇 

こ X68KでもSLGがいろいろ発売され力を見せてきている。ちなみに 

h 「三国志jや『信長の野望•全国版jなども、ぼちぼちといったと 
§ ころ。でもやっぱり主流はアクションのようで、新作の「ボスコニ 
8アンjや、「サンダーフォースiijなどが売れているようだ。『めぞん 
〇 -刻•完結編スペシャル」は予想ほど伸びず、むしろ「ウルテイマ 
P IVjのほうが売れている。 

1月号ソーサリアン•ブレゼント当選者発表!! 
•戦国ソーサ|Jアン3.5インチディスクホ 
ルダーその1 

関本哲也（埼玉県）费田聡（新潟県）永山 
修（鹿兜島県）檜垣勝則（福岡県）三好徳 
明（福岡県） 

•戦国ソーサ|Jアン3.5インチディスクホ 
ルダーその2 

遠藤和樹（愛知県）大島正純（新潟県）小 

島永孝（東京都）兜玉光晴（愛知県）西野 
高正（京都府） 

•戦国ソーサ|Jアン5インチディスクホル 
ダーその1 

井田吉人（東京都）西尾彰人（香川県）原 
新一（茨城県）藤田健一（広島県）細野泰 
仁（愛知県） 

•戦国ソーサUアン5インチディスクホル 

ダーその2 

古賀敦（愛知県）佐藤朋彦（青森県）高井 
裕之（三重県）田中尚樹（北海道）矢川己 
三男（栃木県） 
參戦国ソーサUアン下じき 
岡村職仁（山□県）片岡信一（愛知県）神 
田敦司（愛知県）佐藤哲男（神奈川県）原 
田一義（岡山県） 
以上の方々、当選おめrとうごいました。 

(敬称略) 
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•新作ソフト発売予定 
糸1月20日現在の情報です。 

88SRシリーズ★はvaシリ-ズ 
2角10白 ★デス.フリンガー(日本テレネット） 

5HD:9800円 
•ホワッツマイケル 

(マイク□キャビン） 
5D:7800円 

2月上旬 參パーニンク*ポイント（IZツクス） 
5D:8600円 

•ミツド•ガルツSIDE A 
(ウルフ•チーム） 

5 D:7800円 
•内山亜紀の超番外制服囡鑑+ 

(NEW SYSTEM HOUSE OH!) 

5D:7800円 
2月中旬 •私鉄沿線殺人事件（クレスト） 

5D:8800円 
•千之ナイフ迷宮の魔少女 

(アイセル=ファンシーソフト） 
5D:7800円 

2月下甸 •ディガンの魔石（アーテ'ゾ乃 
5D:1万円 

•マスターオフモンスタース 

(システムソフト） 
5D:4800円 

•ミッK •ガルツSIDE B 
(ウルフ•チーム） 

5D:7800円 
•サJLA-ション（全流通） 

5D:7800円 
3月8日 •フライペート•スクール（エルフ） 

5D:6800円 
3月上旬 •メイキング.オフ.Miki (クレスト） 

5D:6800円 
3月20日 •フ□ヴィデンス（システムサコム） 

5D:7800円 
•沙羅•樹クリスタ)1/Kリーム 

(ストライカー） 5D:7800円 
3月21白 •テスドライブ（7KZ-抑コン） 

5⑽00円 
3月23日 •スタートレー^一（日本ファルコム） 

5D:価格未定 
3月下旬 •首斬り館（BIT2) 

5D:8800円 
•魔淨理子（ナツメ） 

5D:8800円 
•死霊戦線2 (ビクター音楽産業） 

5D:780〇円 
•おんなのこけ一さつSい 

(^7 ノボリスソフト） 
5D:7800円 

•全国おんせん麻雀 
(TC7 ノボリスソフト） 

5D：7800 

•テレフォンクラフストーリーデータ集 
(コンピューターフン） 

5D:1500円 
•バブルガムク^<シス 

(ビクター音楽産業） 
5D:7800円 

3月未定 •□ーフアラインス（スタークラフト） 
5D漏円 

•ル/又ン三世りXビロンの黄金伝説 
(東宝）5D:価格未定 

•ときめきセシル（テクノポリスソフト） 
5D:7800円 

•楽®の招待状（ストライカー） 
5圓00円 

•揲類囹鑑シリーズ①•② 

3月未定 (NEW SYSTEM HOUSE OH!) 

5D:7800円 
•天使たちの午後.m (ジ^スト） 

5D:8800円 

2月10日 •ホワッツマイケル（マイク□キャビン） 
5HD、3.5DD:7800円 

•アルビオン（カォス） 
5HD:9800円 

2月上甸 •大戦略IIデータセットvol. 2 

(ソフダー武尊） 
5HD：2000P9 

•内山亜紀の超番外制服囹鑑+ 

(NEW SYSTEM HOUSE OH!) 

3.5 • 5HD:7800円 
2月16日 •フォートレス（ビクター音楽産業） 

5HD、3.5 • 5DD:6800円 
2月中旬 •私鉄沿線殺人事件（クレスト） 

3.5-5HDs 5DD:8800円 
2月下旬 •西国の覇者（ソフトフラン） 

3.5 • 5HD、5DD:7200円 
•サJI/K—ション（全流通） 

5HD:7800円 
•テレフォンクラフストーリー 

(コンピューターフIWン） 
3.5.5HD:7800P] 

3月3日 •ザ.キング.ォフ•シカゴ(ボーステ':^7) 

3.5*5HD:1万2800円 
3月8日 •フライペート•スクール（エルフ） 

3.5 • 5HD5DD:6800円 
3月10日 •クレアスター(ボーステ'：^7) 

3.5 • 5HD、5DD:9800円 
3月上旬 •メイキング.オフ.Miki (クレスト） 

3.5、5HD、5DD:6800円 
3月21日 •実戦ピリヤーK (バック.イン.ビデォ） 

3.5 • 5HD:7800円 
•テスKKライフ（ボニーキャニォン） 

3.5 • 5HD:6800円 
3月下旬 •首斬り館(BIT2) 

媒体未定.価格未定 
•野球道（ソフトペンダー武尊） 

5HD、3.5 *5DD:7500円 
•魔淨理子（ナツメ） 
媒体未定:8800円 

•ライトニンク*バッカス(NCS) 

媒体未定:8800円 
3月未定 •□ーブアラインス（スタークラフト） 

3.5 • 5HD、5DD:6800円 
•信長の野望•戦国群雄伝（光朱） 

3.5 •5HD、3.5*5DD:9800円 
•水滸伝（光朱） 

3.5 • 5HD:9800円 
•リン^?スターII (ホビージャパン） 

3.5 • 5HD:7800円 
•リー51•フォー•ザ•スターズ 

(ホビージャパン）3.5.5HD:9800円 
參ときめきセシル（テクノボリスソフト） 

5HD:7800円 
參蝶類囵鑑シリーズ①•② 

(NEW SYSTEM HOUSE OH!) 

3.5 • 5HD:7800円 
•天使芝ちの午後• ni (ジャスト） 

3.5-5HDv 5DD:8800円 

※「信長の野望•戦国群雄伝jと「水滸伝jは、CD付きI 

万2300円が同時発売されます。 

I XIシU ーズ★はturboシリーズ 1 

2月20日 ★シ^V (システムサコム） 
5D:9800円 

2月中旬 ★トリ!-ーンII (ザイン.ソフト） 

5D:9800円 
★私鉄沿線ISA事件（クレスト） 

5D:8800円 
2月下旬 ★マスターオフモンスタース 

マッフコレ^ション 
(システムソフト）5D:4800円 
•アゥトランダース(ソフドゥダー武尊） 

5D:6000円 
★サノ 1/K-ション（全流通） 

5D7800円 
3月上旬 ★メイキンヴ•オフ.Miki (クレスh) 

5D:6800円 
3肖下旬 •野球道（ソフトペンダー武尊） 

5D:7500円 
3月未定 ★天使たちの午後• III (ジャスト） 

5D:8800円 
★ときめきセシル（テクノポリスソフト） 

5D:7800円 

2月10B •ザ.7>アイ.ラフ(シ>ンヴ无、vh) 

5HD:7800円 
2月上旬 •スーパー大戦略68K (システムソフト） 

5HD:8800円 
•今夜も朝まで/てワフルまあL>Pん2 

(テービーソフト）5HD:7800円 
2后15日 •トリトーンII .フWナル(ザ•<>、”卜） 

5HD:9800円 
2月20臼 •V7卜でノ 'イな物語ii(システムサコム） 

5HD:9800円 
2月下旬 •サルべーシヨン（全流通） 

5HD:7800円 
參内山亜紀の超番外制服囡鑑+ 

(NEW SYSTEM HOUSE OH!) 

5HD:7800円 
2月未定 •アフターパーナー（電波新闉社） 

5HD:価格未定 
3月10日 •デス.フリンガー（日本テレネット） 

5HD:9800円 
•雪のク)U-ジュ（ザイン•ソフト） 

5HD:8800円 
3月上旬 •R—TYPE (アイレム） 

5HD:7800円 
參ガルフォース•怒濤のカオス 
(スキャッフhラスト） 

5HD:7800円 
•スターシッフランデフー 
(ス抑ッラスト） 
5HD:7800円 

3月17日 •ホテルウォーズ（ポーステ、 
5HD:9800円 

3月下甸 •大海令（アーKディンク） 
5HD:1万2800円 

修アークス（ウルフ.チーム） 
5HD:価格未定 

•ライトニングバッカス(NCS) 

5HD:9800円 
3月未定 •マイト.ア>.マジック2 

(スタークラフト）5HD:9800円 
參スタークJU-ザー(アルシスV7トウ:1フ） 

5HD:価格未定 
參白夜物語（イーストキューブ） 

5HD:9800円 
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•蕭さ狼と白さ牝鹿ジンギスカン（光朱） 
5HD:9800円 

•雀豪1(ビクター音楽産業） 
5HD:7800円 

•蝶類囹鑑シリーズ①.② 
(NEW SYSTEM HOUSE 〇HI) 

5HD:7800円 

«「蒼き狼と白きネ匕鹿•ジンギスカン」は、CD付きI万2300 

円が同時発売されます。 

FM— 7シリーズ★は77AVシリーズ 

2月中旬★アー^ティツク（アーKディンク） 
3.5D:5800円 

★私鉄沿線殺人事件（クレスト） 
3.5D:8800円 _ 

2月未定★デリン5^-(クレスト） 
_ 3.5D:8800円 _ 

3月上旬★メイキンク*•オフ.Miki (クレスト） 
_ 3.5D:6800円 
3月未定 ★天使妨の午後• ill (ジャスト） 

3.5D:8800円 

MSX★はMSX 2 (±MS> 2 * 'Yitj 

★牌の魔術師（コナミ） 
_ ROM:5800円 
★ディぬの魔石（アーテソク） 

3.5DD:1万円 
★コナミ.ゲーム]LX7ション番外編 

(コナミ）3.5DD:4800円 
★私鉄沿線殺人事件（クレスト） 

3.5DD:8800円 _ 

★ザ.ゴルフ（7てツク•イン.ビデオ） 
3.5DD:6800円 _ 

★マスターオフモンスタース 
マッフコレクション 

(システムソフト）3.5DD:4500円 
★怨霊戦記（ソフトスタジオWING) 

3.5DD:8800円 
★ベースポールII (ソニー） 

3.5DD:6800円 
★メンノトシツカルフ（ソニー） 

3.5DD:7800円 
★少女遊戯（グレイK) 

3.5DD:7800円 
★サ)1/^ーシヨン（全流通） 

3.5DD漏円 
★内山亜紀の超番外制服囡鑑+ 

(NEW SYSTEM HOUSE OH!) 

3.5DD:7800円 
★テレフォンクラフストーリー 
(コンピューターフン） 
3.5DD:7800円 _ 

★アンジェラス（XZ'y^ス） 
3.5DD:8200円 

★ボツキー（ボニーテール.ソフト） 
3.5DD:6800円 

★デュアルターゲット（データウェスト） 
3.5DD:価格未定 

★ディスクステーション春号 
(コンパイル） 

_ 3.5DD:3980円 _ 

★首斬り館(BIT2) 

3.5DD:8800円 
★メイキング.オフ.Miki (クレスト） 

3.5DD:6800円 — 

★雪の田クジュ（ザイン.ソフト） 
3.5DD:8800円 _ 

★干之ナイフ迷宮の魔少女 
(アイセル=ファンシーソフト） 

__^.5DD:7800円 — 

•三つ目がとおる（ナツメ） 
ROM:7800円 

★釣りキチ三平〜釣り仙人編 
(ビクター音楽産業）ROM:8200円 
★まちゃ一.ねぎ麻雀 
⑺ノボリスソフト) 3.5DD:6800円 

◎ミツドガルツ（ウルフ•チーム） 
3.5DD:価格未定 

★天使だちの午後.m (ジャスト） 
3.5DD:8800円 

★蝶類囡鑑シリース①•② 
(NEW SYSTEM HOUSE OH!) 

3.5DD漏円 
★ときめきセシル（テクノポリスソフト） 

_ 3.5DD:7800円 _ _ 
•▽ラやの秘宝（ポニーキヤニオン） 

ROM:5800円 
•熱血柔道（ボニーキヤニオン） 

ROM:6800円 

T3ofP Flash 
廳:炫□ダラムー - 

=31^7ダヨン50本: 

あっといつ間に、4作目となった「MSX 

プログラムコレクション50本.フアンダム 

ライブラリ ー，®ふ深刻なロム不足のため、 

とうとうディスク版となってしまった。 

今回は大物が多いぞ。おなじみ米屋のチ 

ヤチヤチヤ氏による「たこの海岸物語PART 

2洞窟編』（パズル)、「たこの海岸物語 

PART3迷宮編」（PRG)、TEIJIR0氏の 

CHOPシリーズ最新作『CHOPs』（アクシヨ 

ンA V G )、編集部でもはやつたTPM. C0氏 
〇『ロマンシア』を意識して作られたという、 
『CHOPS』。確かにそれっぽいね 

の「まものクエスト』（R PG)などと、ど 

れもこれもヤリごたえタップリ。市販のゲ 

ーム（コレもそうだが）もいいけど、たま 

にはキミと同じ言売者力H乍ったゲームで遊ん 

でみよう。 

■纖:繼纖龜 
M 

LIFE 

jiCi 
吻，しや#》fU < 2M 

〇魔物の攻撃方法がユニークな『まものクエス 
卜』。不思議なノリの巳GMもいい/ 

〇川本健二氏■のrGALLEON』。小粒なブロ 
グラムだが、十分に楽しめる。 
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多6〇 ©5)导 

モニ9_プレゼ：/卜 
3月号モニタープレゼントに応募する方は、このべージのき 
まりをよく読んで、アンケート八ガキを送ってください。抽 

★応募は必ず右のとじこみはがきで送ってくださ 
•い。アンケートにも答えてくださいね。 
® ★希望するソフトの番号を、はがき表の記入欄に 
幕書いてください。また、対応機種および媒体が2 
の種類以上ある場合も、忘れずに明記してください。 
さ★ ''希望機種(媒体rと表記されているものにつ 
まいては、記事掲載ページを参照して、機種(媒体） 
nをよく確認してください。 
# ★締め切りは、3月8日必着、当選者の発表は1989 

年テクノポリス5月号で行います。 

選で希望するソフトをプレゼントします。これらのソフトは、ソフト八 
ウス各社のこ'厚意によりいただいたソフトなので、当選した方にはモニ 
夕一としての感想をお願いします。よろしくネ。 

執窃ダ。屬 
❶ミツド•ガルツ98用（5.3.5HD) 5本.P.12 

か紗娜〇雌 

©時空の花嫁88SR用2本.P.25 
©どろろ88SR用3本.P.26 
❹真•魔王ゴルべリアスMSX2用(3.5DD)3本 
.P.27 

©大海令98用（5HD)2本、（3.5HD)1本.P.28 
©殺人は手紙にのつて88S R用1本.P.29 
❼フルーツ•フイールドX68000用2本.P.32 
©フアンダムライブラリー④MSX2用(3.5DD)5本 
.P.47 

©ドキドキシヤツターチヤンス!! +データ集1本の 
セット希望機種媒体15本.P.50 

❿少女遊戯88SR用10本.P.51 
❿ごらくいん希望機種媒体5本.P.52 
©早川愛美のスネークキャンプ88SR用3本.P.53 
©マジカル•八ウス88SR用3本.P.53 

•アンケート春 

D 
現在使用している/彳ソコンの機種名を 
記入して < ださい。 

I又ソコンを使ってやっていることを記 
入して < ださい（い <つでも）例：ゲ 
-uプログラミング、パソコン通信、 
ワーフロ、ミュージック、グラフィッ 
クなど……。 

これから/ rノコンを使ってやりだいと 
思っていることを記入してください(い 
<つでち)。 

テクノポリス3月号の記事のなかから 
おもしろかっだものを、順に3つ記入 
して <ださい。 

因 
同じ<つまらなかった記事を1つ記入 
して < ださい。 

今後テクノボIJスでとりあげてほしい 
ゲームソフトを記入してください（い 
<つでち)。 

B 
現在いちばん気に入っているゲームソ 
フトと、その機種名を記入して<ださ 
い(い < つでち)。 

因 
テクノポリスを定期講読していますか？ 
つぎの3つから選んで〇をつけて< 

ださい。 
1.定期講読している2.ときどき 
買"5 3.はじめて買っだ 

匾 
テクノボIJス以外でよ < 読む/彳ソコン 
誌を1冊記入してください。 
的 
I又ソコン誌以外でよ<読む雑誌を記入 
して < ださい。 

テクノポIJス■集部へのメッセージも 
お忘れな<.。 

1月号モニタープレゼント当; 
•I X—ニンヴポイント 
寺谷智（神奈川県）馬場信行(岐阜県） 
高并弘志（愛媛県） 
參才ールド•ヴィレツジ•ストーリー 
大津輝之（茨城県）萬羽信弘（神奈川 
県）陰平_司（長崎県） 
•デス•フIJンガー 
川畸至展（群馬県）和気弘治(岡山県） 
中矢勝次（高知県） 
•エグザイルII 

小林新一郎（北海道）小形雅行（育森 
県）後関久登（千葉県）府和裕人（石 
川県）笠井芳充（徳島県） 
參信長の野望•戦国群雄伝 
大沼和弘（岩手県）川島義降(埼玉県） 

河村康一（三重県） 
•水滸伝 
今野貴規（秋田県）垣内昌和(富山県） 
藤山利也（山□県） 
•今夜も朝まで/彳ワフルまあじやん2 
松本直樹（福島県）松田純一(群馬県） 
小嚙透（千葉県）上段智文（岐阜県） 
吉村昌也（大阪府）徳毛健二(鳥取県） 
•シユヴァルツシルト 
八木伸治（石川県）岡井信昭(広島県） 
參スナッチヤー 
上西幸弘（滋賀県） 
•怨霊戦記 
中村史子（北海道）前田正貴(熊本県） 
四本健（鹿児島県） 

(敬称略） 
籲死体置場で夕食を 
池田慎太郎（千葉県）安達正則（神奈 
川県）河！!孝幸（石川県)山本博史(滋 
賀県）和田圭司（福岡県） 
參ぺんぎん<^WARS2 
岩渕高志（岩手県）升田孝司(島根県） 
中田富美子（岡山県） 
參極道陣取つ 
槻田拓也（岩手県）鈴木貢（大阪府） 
阪田幸司（奈良県） 
•ゴーファーの野望 
宍戸努（宮城県） 
•中華大仙 
武藤雄樹（秋田県）渡辺匠（新潟県） 
金畸正雄（富山県）押村亜起(愛知県） 

唐田紀和（和歌山県） 
•韋駄天いかせ男 
齋藤幸夫（福島県）森本知（静岡県） 
竹村朱治（大阪府） 
•あすさ108事務所 
矢野友弘（北海道）鈴木崇夫(千葉県） 
大宮誠（広島県） 
•ドラゴンフUンセス 
坂上晋吾（群馬県）松下直樹(静岡県） 
犬飼康久（岡山県） 
•フ□ジエクトA子2 
本吉章郎（千葉県）古館明（東京都） 
山□奄広（愛知県） 
參とらわれペンギン 
鈴木雅智（福島県）京賢吾（愛知県） 
清水許士（大阪府） 

余公正取引委員会の公示及び雑誌業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約の定めにより、この懸賞に当選された方は' この号の他の懸賞に入選できなぃ場合があリます。 
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マレIT。着物姿がミ3〜I二tつV —！；イイ^ ? «/ T T -t 

ントしf■巧。/乙石し乙しチ、54ページのトッケルの襯t見V本〜り 

キシ㈣乡-fャ塌_…"、喊 
、乎紀末種蒔早説少变遊戯\..: tv:v：/.P51 

( %くいん'…"ぐく…、r味 

3月3日は；ひな祭り。ポクら男のコ 
にとつて味、とくに関係ないんだけど 
なんとな < ウキウギしち,やろんだよね 
のレモンちつ < では、；〇ワユイ女の 
コをだ < さ〜ん集めてキ会彳こ大ザービ 

ス / 5本 

薦^でほし“な。 

|マジカル•す… ''…ノ m 
か知幽のス^#^ンブC…每3: 



今回は側j頁人の指示で、女子校へイロ 

っぽい写真を撮りに出かけることにな 

ったのだ。フィルムは全部で10枚。女 

のコを見つけたら、タイミング良くシ 

〇 
示 

撮んなきゃイヶナイから失敗は許され 

ない。学校の先生に捕まると今まで撮 

った写真を没収されちゃうのでタイへ 

ンなのだ。どんな写真が猫れたかな？ 

美少2 

カメラマンになつて女のコを撮りまくれ/ 

まず、はじめに依頼人とその内容が表 

される。彼女は女子高生の16歳。ね0 

之指数 8096 

〇ガチヨ〜ン//捕まったか……。えっ、えっ、 

えっ、フイルム持ってっちゃうの7え〜ん、 

今回だけはカンベンしてヨ〜。たのみますよ// 

〇わ〜い、女のコめっけ^?写真撮っちやお_、 

と思ったら学校の先生が……。どろする、どろ 

するI?ここはひとまず逃げちやおつ// 獅餘w物及. 

別売データ集 は、全部で3タイトル。ゲ 
ーム本体に入つているマップや女のコに飽きだら、こつちもチ 
ャレンジしてみだし\。ヾこれでもか、これでちか、そこまでする 
こだね一だろ一"つてなカワユ〜イ女のコだちが大集合なのだ.グ 

PC-9801シリーズ 3.5-5HCX5DD 

PC-8801 mkllSR シリーズ 5D 
各3000円 

:#3バスガイド編 

撮るか取(〇れるか、それが問通た*グxX^ \ 
''縫4暑—通称•報りのジャッタ-をきる。うまくストロボの光匕九 ''亀羅小僧"—通称•料最りのジ 

ャック。かけだしのカメラマンである 

ャッターをきる。うまくストロボの光 

の中に女のコが人ればf影衫成功。10人 

蕞#5子矮大キ子め 

Vつち学程で、fいぢめあクてい 
备鈐は、 
の弈％孝せらmm く、学^^ 

遇^、设$をいぢめたH3S1GAめ 
Kず私しV年离をかてgしいとC葶 
だ9た, 
_、なつなんと、くみ％，んOK 
作切も 

ドキドキ 
シやV今—チヤンスガ 

〇、ンヤツタ— 
在ぎつてから 

OJ〜3秒でス 
トロボが光る 



SOFT 

PC-9801シリーズ 3.5.5HD、3.5.5DD 

7800円 PC-8801mknSR シリーズ 5D 

MSX2 3.5DD 

男性の60%以上が生殖能力を失い、 シナリオコンテスト」の最^賞に輝 
女性たちが欲求不満に陥る9阵代初 いただけのことはある。全編にわたる 

頭のお話。世紀末しあわせ配達人のヶ 

ンタロウは、男性強姦にはしる女性や、 

謎の美少女軍団、、ロリータ侵攻隊"に 
ほんとうの愛を教えに行くのだ。 
ゲーム自体は、ごくごく普通のコマ 

ンド選択式のAVGだけど、とにかく 

内容やグラフイックは超過激0 

「グレイト• 

パロディ精神もアブナくていいのだ。 

〇ユーイを筆頭に現れたロリータ侵攻隊。暴力 
と性力を駆使する悪魔の美少女軍団だ 

ここに載つけだ2枚の写真は、□リータ侵攻隊とのバトル•シ 
ーンのちの。じつは、ちつとちつとスゲー画面〇が表示され 
るんだけど、とてもここでは見せられません。残念でしだ。 

ニクメなレ访だ 
J2V-9财隊 

敵の本挪、、□リータワー〃には、DU 
—夕優攻隊五人衆が待ちうけている。 
とりあえす3人だけ公開ねり 

I風のユー-( 
1セーラー服を着た美少 
女ユーイ。武器はヨー 
ヨー。ラ〜ん、どっか 
で見たよろな気も……〇 
彼女が最初の敵だ/ 

林のミンメイ 
拳法着を身にまとい、 
トンファーを構えた少 
女。こんなカウイイ敵 
じゃ、戦うのがイヤに 
なるよネ〇あ〜あ…… 

炎のシュンレイ 
3つのカンオケの前に 
いるシュンレイ。彼女 
も一筋縄では倒せない 
ぞ。ちなみに、ミンメ 
イの姉なのだ// 

〇バックに花が咲き乱れるキスシーン0でも 
相手は、敵の女のコなんだよ。キスで倒せつ// 

美少女指数 7096 

So^tQdliplO 
リリア2位に転落//トップ10が始まって以来7か月間 

ずっと首位をキープしてたリリアだが、とうとうその座_ 

を響子さんに明け渡した。さらに、3位の鮎川まどかもジ| 

ョイナーのようにマツ八のスピードで追い上げてきてる1 

ので、来月あたり大ドンデン返しがあるかも" 

以下には、「ポツキー」の女のコも上がって吉てるそ。 
酿1』 

響子さんが念願の1位/ 
IJIJアついに力尽きる// 

醭位 おんなのコウ ソフト名 発売元 

1 t 音無響子 めぞん一刻 7イク□キヤビン 

2 4- 'JUP イースII 日本ファルコム 

3 -4 粘川まどか きまぐれオレンジ★□ード マイク□キヤビン 

4 -4 は；5やますみこ アッフル•クラブデータ集 フェアリーテール 

5 t 音美 リッフステイックADV フェアリーテール 

6 •4 フ□ンウィン 第4のユニット データウェスト 

7 喜 宮畸みゆき アッフル•クラフデータ集 フェアリーテール 

8 t 木村純子 アッフル•クラフデータ集 フェアリーテール 

9 •4 フィーナ イース 日本ファルコ乙 

10 4- 森本桃子 ウイングフン ェニックス 

•つ— t 一•レじいの；!:•摩彖によリ' 卜'y r/oじ役栗し 
T/こ卜じ人の中乃、う柚選て/〇名の方じ、料ページで掲載しa 
絵の入っhr—勺ディ又9 (PC-88用）trレ0卜しf芩。 
ハガキじ' 妞志抒女の3の名前（Iのゲー“名e) t選いだ 

理由•自分の住所•氏名#年龄•電話番号•今月のレt 5 ，こ!/\/0亂0の慼想t書い1、〒/05棗京都港区斩橋4 —/0— 
n TIM rO /才い/ス編集部「3月号美少女卜vrw」m 
て送 n ly QP 
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注いo 
意に戦 
深つ国 
くぐ時 

靜香ちゃんといっしょに戰圓時代へ 
前作『難談源平争乱記いろはにほ 

へと』で東国武士は（タイムマシンを 

使用して)、源麵と源束鮮月の歴史的地 

位の入れ替えに成功。靜卸flの末裔で 
ある山本静香と結ばれた。 

今回武士がタイムマシンで飛ぶのは、 

1582年の京都。前作の影響で10年とも 

たなかった江戸幕府を、元どおり300 

年続かせるようにするのが大目的。静 

香ちゃんといっしょに戦国時代:で、歴 
史的人物を操作して（いっぱいりもし 

ながら）、正しい歴史の流れにするのだ。 

登場する女性たちも、信長妹wお市 

の方"から秀吉正室v'お江与"、家光 

乳母嗜日局〃など30余人。歴史の波 
の中でいいことしながら、アドベンチ 

ヤーするのもなかなかなのだ。 

すの〇 
る重秀 
に要吉 
は人と 
家物家 
康/康 
のtは 
味ゴ' 
方戸戦 
に時国 
7代時 
に代 

〇前作でも出てきた、タイムマシンのある学校 
のコンピュータ室にいる謎の女 

歴史アドベンチヤー第2弾登場/ 

I德川興隆言 

&く咖 
PC-9801シリーズ 3.5-5HD 
PC-8801ml<llSR シリーズ 5D 
X68000シリーズ 5HD 
XIturboシリーズ 5D 
FM77AVシリーズ 3.5D 
MSX2 3.5DD 

■発売元/全流通■発売中 
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カードゲームに美少女は付きもの/ 

なんてことはないか'、やっは°り多い。 
このソフトは、美少女みきちゃん相手 

にブラックジャック（カードの合計が 
21に近いほうが勝ちっていうやつね） 

をやって、先に5回勝つと、みきちゃ 
んの友達のHな写真、つまりグラフィ 

ックが見れるというもの。 
ゲームの速さ、強さは、ま、ちょう 

〇〇ゲームはフツーのブラックジ 
ヤツク。とにかく、みきちやんよ 
り先に5回勝てばイイのだ/ 

000で、勝つとこ一んなグラフィックが見れ 
ちゃう。左からステージ1、2、3。ステージ 
4からはグッと過激になるので、見せられない 

ビデオクィーンの早川愛美ちゃんと 

キャンプなんて0ところか’ぎっちょ 

ん、このキャンプ場、へビがうようよ0 

一日免中火をたいてないと、へビがテン 

卜に入ってきちゃう。そんなわけで、 

マキを集め、石でへビをやっつけるハ 

メになってしまった。動きのメチャ速 
い赤いへビも、各種アイテムを使って 

退治するのだ/そして一日免がんばれ 

ば、愛美ちゃんのウ画面が/しかし 
かなり難しいアクシヨンゲームだぞ/ 

へマ〇 
ビキ中 
をを央 
石拾の 
でつテ 
やてン 
つ火卜 
つをを 
けた守 
るいれ 
/て/ 

|蠢/美纖数 7〇% 

ぐんん 
れだ' 
も0な 
注赤ん 
意いて 
しへ意 
よビ地 
/に悪 

©英知出版㈱、㈱宇宙企画 

デジタイス画面て愛美ちやんに会えるウ 
時間までテントを守り切ると、もうすつかりおな 
じみお楽しみのデジタイズ画面が、ド〜ンと出て 
<る。ん〜、次はどんなポーズの愛美ちやんに会 
えるかしらん？つて、ゲームつちやうのよね。願 
わ<ば、X68000版が出てほし一/なんちやつて。 
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平成元年に眹</美少女新作情報 

浦ash 
全国的に2月でも、テクノポリス 
は3月号。もうすぐ春ですねエ零 
けれども、\美少女ソフト界の春は 
まだまだのよラです。とりあえず 
今肖のflashは3本。新作、大作ド 
&ンと来い。は〜るよ来いらf 

内山亜紀の 

超番外制服図鑑ず 
PC-9801シ iJーズ 3.5.5HD 
PC-8801mkiiSR シリーズ 5D 
X68000シ U—ズ 5HD 
MSX2 3.5DD 

mm 
圓顏r3 

fttt子着 

tmrt, 

それも湖加て的す， 

うに制月Rに色を塗ることができたり、 

と、ソフト自体の仕様に変更はないが、 

全体的なバージョンアップをはかった。 

ユーザーからの作品も収録するそうだ。 

■発売元/NEW SYSTEM HOUSE OH/ 

■発売予定/PC-98、88SR版は2月上旬 
X68K、MSX2版は2月下甸 

全国のセーラー服フアンに贈るバレ 

ンタインプレゼント！？あの『東京女 

子高制服を脱いだ図鑑Jのパート2と 
も呼べるソフトがこれだつ/内山亜 

糸己の描きおろし美少女たちのマブシ〜 

制服姿が見られたり、自分の好きなよ 

沙羅樹 

クリスタ/レ•ドリーム 
[PC-8801 mknSR シリーズ I 5D| 7800円 | 
■発売元/ストライカー 
■発売予定/3月20日 

今月のNEW SOFT欄で紹介した 
『マジカル•ハウス』を作った新顔のス 

トライカーさんの最菊f作だ。タイトル 
を見てピーン/ときた人もいるた’ろう。 

そのとおり、ビデオ女優の”沙羅， 

っぱぃ 
I PC-8801mkllS闩シリーズ f5D [8000P9J 
■企画•制作/アダルティン 
■発売予定/未定 

をキャラにしたゲームなのだ。といつ 

ても、お城や湖、砂漠などを舞台に繰 
り広げられる3DダンジョンRPGと 

のこと。樹ちゃんの活躍が楽しみネ〇 

『ときめきスポーツギャル』のカワユ 

〜イ女のコたちが勢描い/セントポ 
ーリア女学園の理事長の娘v朝^少織 
ちゃん〃に一■目ボレし 

たブレイヤーか°、なん 

とかして彼女をモノに 

する、というストーリ 

一。そのためには、そ 

れを阻止する体育系の 
生徒たち（スポーツギ 

ャル）を倒して行かな 

きやならない。美少女 

ワンサカの期待作だ0 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnxnnnnnnnnnnnnnnnnn 
n 
n 
n 
n\ 
n 
n 
n 

お知らせ 
Tすよ/ 

先月号に引き続いて今月号も特集ページがな〜い/と嘆いているキミたち。実は自粛のため中止.. 
n 
n 

といラのはウソつこで、来月号から新たに始まる特集ページの準備のために休載してたのだ。次号か替 

|らはこれも新たに始まるaG.ページの一部として、今まで以上にグラフィックスとしての美少女た冀 

ちを追つかけしてみようと思つてる。そういうわけで美少女特集はレモンちつくからは離れてしまう異 

けど、これまで同様（レモンちつくと共々)たくさんの応援待ってま〜っす.グ 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
※追加情報『帰り道は危険がいっぱい』（企画*制作/アダルティン）のP 09801版（5 HD、5 D D)とM S X 2版(3.5D D)の発売も決定/ 

54 発売日については未定、とまだ詳しいことは決まってないけど、今から期待0のウレシイ情報なのだ.グ 



八スルケーム‘PK-l? トライヒンクケーム’PK-l1 
PC-8B01 SR 以洚 ¥7,800 PC-8801 SR 以降 ¥7.800 

ホーカーケーム‘PK-10 
PC-8801 MK 以潘¥7.800 

宇宙企画の！ 
パソコンゲ_ム| 

-ズ 
參右の商品は灏信販売も 
行っております。現金書 
留に希望の商品名、住所、 
氏名、年齡を明記の上、 
現金を同封し上記の住所 7 

まで郵送して下さい。ァクシコンヶ—ム.pkh 3 
PC-8801SR 以降 ¥7.800 

◎英知出版株式te社 

がしゃッフ'しした/7—ド// 

たは勹まく Mくれ3かな9 

|C7、はチ功られた回数しかてき 

いから_重に功くってね。 

谷かなか手こわいけと、投けた 
りしちや9メよV全部かくり 
終ったら、千幸の心C7S中まT読 
みとっTね。千幸C7SオネガイV 

メ■神テ:ゾ：衰■ 
籲実写デジタイズ画面 • PC-8801S 

• PK-14 7,800円籲2月U日発 

麻生薄SCSレーパスル 

かわいさとみめなかよくしマネ/ 

早川愛美C7Sスネーゥキゃ、レブ 



UPSTICK.ADV 
リツブステイツク•アドベンチヤー 

あのリップスティックがアドベンチャーになって帰って来たI! 
画面を全て新しくして、なつかしのあのキャラクターが再登場0今度は見るだけではあ0ません、会括=6できれB 
りりりもできる。もちろん画面の美しさは、あのリッブスティックおなじみの、超•美しい画面でTo 
籲全ての画面が、必ずアニメーションします> 春膨大なメッセージ籲謎が謎を呼ぶ複雑なスト ー1少 
•メイン画面だけで〗03、シーン(画面のサイズは全体の約3/4を占めています〇) 
•多彩なキャラクター、広大なマップ.BGM全〗5曲籲コマンド選択方式.98版はマウスにも対応 

叨©沒发萝好®0公@义/@園®)q 
©©亂©_獅獅绽_ 

忍孕ぞ峽。免®ゞ 
齡轉口驗_叫 

•現金書留の場合一商品名、機種、メディアを明記してフェアリーテーでお送!XださU 
•郵便振替の場合一郵便届の振替用紙に商品名、檐種、メディアを明記して、口座番号東 

京7-140574フェアリーテールまでお申WみくださU 

/I ^ | m 
jfj 



世界初のサスペンスコメデイ- 

ノ，> 

ド以2 
零 愛の危険な香D 

秦今までにこれほどUアルなアドベンチヤ■ゲームがあったであろう 

か。もし、君が自分の婚約者を何者かに殺されてしまったら。 

全ての謎はこの悲劇から始まります。 

スピーディで、現実的なストー1J一展開。一度やD始めたら、ゲーム 

を解き終わるまでやめられなくなる。『殺しのドレス2』はそんな 

ソフトです） 

會自分紙主人公になりきれるリアルなストーリー。また、次々と起こ 

る事件により、プレイヤーを飽きさせません。 

•コマンド選択方式ですので、どなたでもゲームを解く事ができます。 

争FM音源によるBGM、効果音も随所に挿入されています。 

I目パチロパチはもちろんの事、その他のアニメーシヨンも効果的に 

演出しています 0 

秦もちろんフェアリーテールお馴染みの美しいグラフィックです。 

秦好評の複数の名前登録モード搭載。 

pcgscnシリ-ズ 
PC880トンリ-ズ 近日発売/ 

各定価6,800円 
•現金書留の場合一商品名、機種、メディアを明記してフェアリーテールま 

でお送りください。 
參郵便振替の場合一郵便局の振替用紙に商品名、機種、メディアを明記し 

て、口座番号東京7-140574フェアリーテールまで 
お申し込みください。 

※通信販売はフェアリーテール宛でお願いします>住所は下記のとおりです> 

販売•企画•制作 

/r«( vBf 
東京都新宿区离田馬場1-33-14 東京都世田谷区宮坂3-10-7 

サンフラワービルB1F 

通信販売のご案内及び、申し込み方法 

■ , ■：'" 
-It -Ji 
把 

響1 
S8 



DERRINGER 

ジャスウンド•プ5ス 
(セントaニクス仕様） 

ジャス！*サウンド•プラス 

^セントaニクスj 

(RS232C 仕梅ノ 

MIDIインターフ1ス内蔵 

:ジャストサウンドをバージョンアップ 

■CPUを^！蔵することによ0,対I心パゾコンとマルチタスク"f能。 

- よってデイスタをアクセスしても作…がとざれません。 

1 ■ジャストサウンドともデータコンパチブル。 

_ACアダプター化 

■FM腿内蔵0 

|ジャストサウンド»用音声解析アナライザー 

ジャストサウンド. ■茂声データを1’1山に製作、PCM、AD PCMのデータ製作"f能。 

■サンブリング⑸波数はn山に"[変。300Hz~12kHz0 

_ACアダプター付。■ジヤストサウンド.プラス内蔵。 

■ Iジャストサウンド専用音声聪嫌装置 

ジャストサウンド• ■ジャストサウンド• IIを川いることによon山にa別デーダを 

SE 作れます。キーボードィ、袈> 

Hi ACアダプター付。■ジャストサウンド•プラス内迷。 

オプシaンボード*1 

メモリポード 
■Jik人招 V(512Kバイト(SRAM or ROM) 

¥19.800 

¥24.800 

¥34.800 

¥34.800 

¥未定 

ジャストサウンド•プラス•システムソフト ¥6.800 

ジャストサウント.n，システムソフト (ゲームの時はイぐ要} I ¥6.800 

ジャストサウンド，SE•システムソフト ¥6.800 

•PC-9801 シリーズ、PC-8801 シリーズ、XIシリーズ 
♦PC-286シリ-X 

♦FM77シリーズ、Macintosh, IBM-PC/AT 

轟のtt様は、機期.種醃改善のため予售なしに*更す*ことがあります。*OEM.その他の零用オプシ■ン.ポーF«受atw►りlf0 

VAiT ジヤスト•システム事業部 
〒151東京都世田谷区言坂3-10-7 YMTビル3F 003(706)9766 FAX03(706)9761 

「美少女モテルの“中藤美希”が拘束されている」……差出人不明の依頼状を 
受け取った探偵（ユーザー）がその調査に乗り出したが、 
中藤美希は大勢のスタッフたちと、CFの撮影をおこなっていた……〇 
アメリカン•デリンジプWltTG其は、、い誰の手に 
そして、誰を狙って儿'るのか7 \ 

サスペンス•アドベンチャー•ケ4 
マルチ•ストーリー(シナリオが、 2タイプありi 
す)、そしてそれぞれのシナリオには、さらに7A 
チ•エンディングを用憲してあります0 

コマンドはすべて選択方式、スクロール+アニメ- 

シヨン、BGMはFM音源、もちろんジャストサ0 

ンド•シリーズにも対応しています。 

■対応機種 
PC-88SR/FR/MR/TR/FH/MH/VA/FA/MA 

PC-98シリーズ(XAは除く）MSX2,2ドライブ専用 

(MSX2はIドライブ專用）ディスク四枚組(PC-98、 
MSX2はディスクニ枚組） 

定価8,80OR 

m 

VAil 
クレスト作品•第二弾 

私鉄沿鐮齡謙 
サスペンス.アトベンチヤー•ゲーム 

(ジャストサウンド•シリーズ可） 

ジャスト•ケーム事業部/クレスト 

全国各地へ通價販売 
丨嫌法品名、機種名明記の上、 
現金窨留でご注文ください0 
〒156東京都世田谷区宮坂3-10-7 

YMT ビル3F ©03(706) 9 7 6 6 

FAX03(706) 9761 

銀行播込〇座三并銀行経t支店甘52528け 

Your computer Speaks in 
ジャストサウンド•ブラスシリ# 



新九玉伝 
(テクノソフト）for PC-8801 ml<IISR 

バラメータを最高値にしちやえつ/ 

〇そんなワケで、現在のステータスを見 
てみたe何も装備してない状態でもST 
RとDEFは215©このままでも十分モン 
スターと戦えるわけだ 

又 
〇やってまいりましたスタート地点。ほらぼら 
HPが25:5、EXPが65535になっている 

W 

〇草原を先に進むとモンスターに出会ラ。 
ちょっぴり写真が見にくいけど、よ一く 
見てみて/ 主人公がモンスターに当た 
っててもダメージを受けないでしよ 

スタークルーザー 
(アルシスソフトウェア）for PC-8801 mkiiSR 

クノレーザーのエネ)レギーをアツフン/ 

卜身mG 
553S 

鐘：レ十*n翻： 
紐：正常 膽： 
嫌)：正常_____抑!： 

〇己交造後ステータスを表示しtみた。ェ 

ネルギーをはじめ、所持金額か最局値な 
のでとてもうれしい 

〇さっそく、ワープ航法を用いて、敵 
戦闘艦に接近してみる。これだけシー 
ルドがあれば大丈夫だねっ 

〇これガVOIDの戰最I艦。ここは自動追 
尾ミサイルで攻撃。ミサイルの保有数ま 
で最高値だから、こんな敵は怖くない 

さ〜て、今月の改造法苦楽部は、ひさびさにXIとX68000の改 

造法が送られてきたので紹介しよう。とくにX1版『イースII』 

の改造法はいつでも巳GMが聞けるといラスグレモノなので、 

XI版『イースII』ユーザーはぜひ、打ち込んでね。 

I I witl) love 
of M00M)0«I^ 
disrict of T<MKL 

of 似SfEEWIE 
dgc of ^0LTI5K 

CU«N££)BL£SS 
h for 1oday 

イースII 
(日本ファルコム)for XIturbo 

改造法でミュージックモードを 

〇ちなみにタイマーリミツトが 
少ないステ—ジでは' 時間を気 

にせずプレイできるから安心で 
きるね 

〇よ〜くタイマーRウンタ—の 
ところをご注目。いくb-ロボツ 

卜が移動しても、タイマーが減 
らないのはありがたい 

〇この改造法を実行すると…：0 
，ほ〜ら/あら不思議。なんと 

ミユ—ジツクモードが現われる 
んですね 

〇試しにAディスクを選択して 
みれば、ずら〜と曲名が表示さ 

れる〇やはり气イ—ス^^の巳 
GMはキレイと再認識 

59 



エムエスエックス•フアン 

3月号 
^ I 

IB 

の春の大物を緊急報告/ 

チ FmAir # ソフト徹II研究 

パックマニア 

アンジェラス 

牌の魔術師 

ウルティマI 

コナミゲ■厶コIX?シヨンVol_3 

アメリカンサクセス 

ザ•ゴルフ 

三つ目がとおる 

ポッキー 

デイスクステーシヨン•スペシャル 

〇スーパー大戦略の醍醐味 

酿部の特選マップ 

レッド 
① Red Bear 
ロングリバー 

② Long River 

③ トオオオキミチノリ 
ブリッッ オブ ランド 

④ Blitz of 4 Land 
ランドタクテイクス 

⑤ 4 Land Tactics 

の5枚で今日も徹夜。は3か国戦や4か国戦のマ 
ップなのだ/ 

ゲー厶•プログラム 
〇魔界^のBGMに乗つて 
走り回るr激走レ-シング」彳酬4本を始めと 

して、今月はなんと 
12本のプログラムを 
掲氟2A*ゲー 
ム』シューテイングゲ 

-ム、格關技ゲーム、 
レーシングゲームと 

内容も豊富/ 

〇冗談技とQ& Aにおおし 
そがしのスナッチヤー 

フォトクラブ(写真館 
III)のエッチて始まっ 

たウル技で9本のゲ 
ームを消化する。そ 
してスナッチヤーの 
冗談撤Wき、Q& 

Aの受験地獄スペシ 

ヤルへと進む。悩む 
受験生プレイヤーが 
絵馬にまで書いたゲームオレンジロード、原宿ア 
の力べを一気に突破させフタダーク、エグザイル 

てしんぜよう。きまぐれII、新九玉伝、 

〇サイオプレードは博士のサイオブレード、真• 

いる研究所のマップをやる魔王ゴルベリァス、 
スナッチヤー、. 

色の遗言、クリムゾ| 

ンだ〇ゲーマーズスI 

ペシヤノレは、M&M 

とテトリス。ああい| 

そがしいそそがしい 

人気ゲ-ム完全攻略/ 
マスター•オブ•モンスターズ 

妖怪変紀行ファミリースタジアム 
:嫩〇^ - 
レ. 

アークス 魂斗羅ゅ⑺ぎゆわんぶらあ自己中心派E 

MSXマークはアスキーの尚#です。 
じナム：]'プレイン•クレ1 クム•アツ け システムソフト/ウルフチー '丁 SE、- 徳間書店 



温泉麻雀、不気味な響きを放つこの物 
体を觯析してみようおつ、何と女の子 
が20人もいるぞ7原イ40たりぬ先 
生らU \ _方式、パネルシXテムを採用 
したマッズイベントも盛りだくさんだ/きき 
ょうやも復活じCいるし、今年の冬は、コン 
ピュータで、温泉気分だね。 

SilffiiBMli 

/ねぎ戦略 
10人の女の子を部下にして、難事件をつぎつぎと解決！フィールドを歩き 

まわって、モンスター達と戦うんだけど、けっこう本格シミュレーション！ 

Y人の描くイベントも盛りだくさんだし、アニメもするんだぜいつつ！ 

近日発売予定 
PC-8801SR以B及びPC-88VAシリーズ 

予価7800円 

通信 
お近くのお店で、お求めになれないときは、商品名、機種名、 

住所、氏名、電話番号を明記のうえ、下記住所まで、現金書留に 

販売 *てお申し込みください。（送料無料）亍105東京都港区新橋1-18-21 

弟-日比谷ビル（株）徳間コミュニケージョンズ AV事業部 

徳間書店インターメデfア㈱) 
〒105東京都港区新橋4-10-7 TEL. 03-432-4471 



刻々と過ぎ去ってI、く時間の流れの中で 

貴方はどんな行動をするのだろうか? 

時間の流れはさまざまな現象を起こし 

その映像を、音を、そして興奮を 

貴方の眼に、心に焼き付けるだろう。 

どちらが本物の現実なのか? 

貴方にとって、 

それはどちらも本当の現実なのかもしれない…。 

アドベンチヤーゲームの良し悪しは、シナリオで決まります。今回は原作に、三毛猫ホームズシリーズ 
などで著名な推理作家、赤川次郎氏を迎えました。プロが創り出す推理の世界の中を、歩き、捜し、 
苦悩しながら、存分にお楽しみください。 

小説をシミュレートしてシナリオを創作じU、ますが、小説を読んだことがある人も、ない人でも楽し 
める作りになっています。「時間」という概念を取り入れたシステム構築をしたので、ただ聞きこみをし 
たり、場所を移動したりじTも捜査は進展しません。登場人物ひとりひとりが、 
ることを考えなければだめなのです。 

赤川次郎氏独特のたたみかけるような文体も、300枚を越えるグラフィックと、35曲に:^ 

ともにシミュレートしています。一度、自分自身で、ミステリーの世界を実際に体験しでみてくだ^ 



赤川次郎徳《窬店•徳M害店インターメディア•ハート電子産業 

■対応機種:PC-9801シリーズ(E以上） 
※要漢字ROM. RAM384K以上 
■■メディア：5"2HD4枚組 

価格9,800円 
■販売：㈱徳間コミュニケーションズ 
■監修：㈱徳間書店 
■制作：徳閜窨店インターメディア㈱ 
国〒105東京都港区新橋4-10-7 TEL03 (432) 4471 



ちょっぴりエッチな美少女たちに 

よるアクションタイプのシミュレ 

ーションゲームだ/美少女達の 

陣地に攻め登り、お城を奪5か全 

滅させれば一面クリア/さあキ 

ミも美少女攻略にきやび吉やぴる 

ん〇と乗り出そ5。 

人気作家障らによる待望の新作/ 
■スタッフ 

佐藤元/矢野健太部/みやさか 

たかし/すみよしひでかず/NA 

〇/丫人他。 

0 亂 ___ 
PC-的01SR以降(VA対応） 
(5インチ2D 2枚組） 価格6,800円 

特報第1弾！コンビ:L-タクラフィックツ-ル 
近日発売!！ LALFSSam版v一用 

i— 



3月は卒業のシーズン// 

そして同人ソフトのシーズ 
ンだ!？ということで、今』 
いつもに加えて、コミックスト 
リート10とパソケットIIIに出て 
いた同人ソフトを大紹介しちや 
ラそ。なお、イラストはF.G.T 
PAMPSの火延くんの作品よ。 

イラスト/火延真 

]ミックストリート1〇&ノ \°ソケット1H&そ_ 

DO-Jin New Soft 
コミックストリ-MO—P.66 1^1问 

バ ^ 

-.ネットワ■クーP.81 
R?2^HAy7hSftoS^*/ P 84 

__爾詹 



jy I の即売会ということで、同人ソフトの数は少なかった 
|\|〇\ A/ ようだ。今回は、そこで出品されていた新作4本占東 
I Vしかでも目立っていたソフト1本を大きく紹介するね。 

パズル 1 C.G■パケットDisk 
By«Janus 1 BY籲ワンダー•トレック 

V J 

I PC-8801シリーズ |5D| 

見てのとおり15バズルゲームで、完成しだグ 
ラフィックは横に描かれている。バスルの絵 
は全部で7種類。 
i I 

•空/ 

' Iな 

jVft/h l)hk 

iiy rjyr 

レニニゾ-:—二 

• bl/Oi/ 

「PC-9801シリーズ I 5HD1 

ゲーとじやな<、 
人気者キャラクタ 
のC.G.集だ。全 
部で6枚のグラフ 
イツクが入つてい 
る。今度は、アナ 
□ヴ対)®で製作し 
てほしいな。 

る一みっくいず，88 
BY^MASTER PIECE 

1 MSX2シリーズ | 3.5DD | 

15パズル 
_By鲁電腦倶楽部HMC _ 

rPC-8801シリーズ15D1 

このゲームも15バスル。今、改良版を制作中 
で、16からなんと128ピースまで増えてゆ < よ 

とつてち▽ニアツクなクイ 
ズとC. G.集を詰め込んだ、 
2枚組のソフト。クイスの 
ほ〇は、2人で競い合ろこ 
ともでき、8問中5問以上 
間違えるとゲームオーバー。 

にするそラだ。 
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手段を選ばなし\美少女AVG 

SWEET GIRL 
BY^BURNING APPLE 

1好ぎです/の一言がいえない、 
シャイなあなたに捧げるソフト。 
ちどかしさを胸にプレイすれば、 
さわやかな気分になれる!？ 

I PC-8801mkiiSRシリ-ズ「50 | ■アナログバージヨン、デジタルバージヨンの2種類あり I いろ聞き出しちゃおう。彼女一途に、 

努力（〇〇Wすれば、感動りを味わ 
える、すっごいAVGよ 

一目あったその日から恋の花咲くこ 

ともある。-ってな感じに、主人公 

のりょうは、転校して来た日、典型的 

なお嬢様「草壁さおり」に一目ボレし 
てしまった0プレイヤーは、ツッパリ 

りょうになって、彼女をモノにするの 

だ。そのために、彼女の友人たちを〇 

〇〇して、さゆりちゃんのことをいろ 

情報を得るだめに 
は、女のコを喜ば 
せないといけない0 

〇ま<、じつ<<0 

と責めるあだりが 
とつてもリアル!？ 

テク：ツクが 
モノを言わすダ 
古木りようこの場合 

〇スポーツ万能のりよろ 
こちやん。まず、おとな 
しくさせてから_ 

〇コマンドの下に表示される青色のパラメータ 
が、緑色に達するとさおりちやんのことを聞吉 
出すことができる。ここはテクニックで勝負/ 

つりしちやうり 

〇コマンド方式のAVGでトラップはない。アナ 
ログパージヨンは、とくにグラフイックがキレ 
イ。中間色の使い方がいいね 

通販の申し込み方法 
〒753山口県山口市吉敷滝河内2011 

-2渡辺様方SIVAまで、、1200PJ分 

め郵便小為抒(無記名)と、ほしいソ 
フト名（アナログ版かデジタル版か 

も必ず明記すること）を涔いた紙、 

郵便番け•住所•氏名を明記したあ 
て名シールを冏纣のうえ送ってくだ 

さい0 

'ム•^广各 んち〇 
でやま 
〇んじ 

9弱_ 〇薬屋®女の 

芦2コ。ゆ一こと -し、眾 
tr 5を聞かないか 〇なぜか協力的なみなえうせI?か、 

ら、イジメたちゃん。素直なところが 
ここくなつちやうイイねえ 

ねらうはさおりちや 
ん。でちほかのコだ 
つてみんなカワイイ。 

てもた〇 
あつま困 
げとら7 
ち困な备 
やらし、 

〇ブリッコのゆか 
んと、ツッパリのなおみ 
ちゃん0この姿にQ 

西本ゆかり％&森崎なおみ1 

通懦■[売％申し込むとき访注意 
ここで紹介したソフトの通信販売を申し込む場合 
には、必ず次の約束を守ってくださいね。 

❶申し込んで3か月はジッと待つこと 
同人サークルの人だちは、勉強やお仕事の忙しい合い間をぬってソ 
フトを発送しています。それに、申し込みもだいへん多いので、待 
ち遠しいとは思うけど3か月は待ってあげてくださいネ/ 

©郵便小為替は無記名にすること 
郵便小為替にへ夕に記名してしま〇と無効になっだり、手続きに手 
間がかかつだりします。必す_記名しにましよう。 

所•氏名•希望ソフト•使用機種などの 
必要事項は正し<書<こと 

せっか < 申し込んでち住所が違っていだり読みに < かっだりすると、 
あなだの手元にソフトは届きませんよ/また、希望ソフト名や機 
種名がわか0>ないとソフトの発送が遅れる原因になってしまいます。 

❹同人サークルへの問い合わせは、往復葉書 
などの郵便を利用すること 

同人ソフトの申し込み先は、ほとんどが自宅になっています。迷惑 
にならぬように必す問し洽わせは郵便で。また、問い合わせ相手に 
負担がかからないように返信先を記入しだ往復葉塞を使うようにし 
ましよラ。 
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12月25日のクリスマスに行われたパソケットm/ 

NewSc^i 麵戀 SS 
アドベンチヤーグ-ム 

ノソノ\ン/U ノレ 丨 

Crystal Blade 
By«G.CREATE 

6, 何かする 
7. t!-ブ 

U-7 「今朝の事は気にしないtt3。きつと□からで 
まかせをfゥているのに)！いないから。j 

i , ,.11,11^ I.一 bll； b.a Inii：,: U, U.Uliiil.L U.,U. ' 

rPC_8801mkiiSRシリーズ15Dl 

ゲームは、村の占い師に村 

長殺しの容疑をかけられて 

しまつだジエル 

スが、その疑い 

をはらそ^とす 

るところから始 

まる。オーフニ 

ングとエンデイ 

ンヴの音楽は、 

FM音源ポード 

II対)®で、よ< 

でぎているよ。 

なめなめ 
BY^TT'S FACTORY _J 

1MSX2| 3.5DD |※浓※学園は影の生徒 

会長によって支配されていだ……。1人 

の男が、いじめられている女のコだちの 

だめに立ちあがつだ、といろ話のゲーム。 

まんほ一る下の大冒険 
BT#T&H PROJECTS 

hiシ1Jーズ f5D| 

※要CZ8FB01 Ver.2.0(NEW BASIC) 

マンホールか0)不思議な世界へと落ちて 

しまつだFILES<Auが、元の世界に戻 

るまでのコマンド入力式のAVG。 

愛乃にゆラろおだあすVd 6 
By♦エレインソフト 

PC-8801 mkiiSR シリーズ 5D 
PC-9801シリーズ 5DD.5HD 

てレイン、ノ—?卜.この画面は、PC-8801mkIISR版です。 

のシU—ズ、『愛 

乃にゆラろおだ 

あす』の6作目。 

▽ルチェンディ 

ンヴの美少女A 

VGで、今回は 

主人公•香南美 

ちゃんのおでか 

け]！。 ^ - 
_I 
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PC-8801シリース 5D 
XIシリーズ 5D 
PC-9801シ1 Jーズ 5DD 

惑星チェルのお姬様アムネ1jス 

姬と、召し使いのフ□一1j一く 

んが、スターレ 

ース最高峰「ジ 

ヤングラレー 

ス』に挑戦する、 

SF • AVGだ。 

※この画面は、XI版 
です。 

動詞(英語)+名 

詞（カナ）入力 

のAVG。ひよ 

ルなことか5、 

宝<じで当たつ 

だ1千万円が盗 

まれだ。1千万 

を取り返えせI! 

| X68000シリ-ズ| 5HD | I VノケットIIIのソフトの中で 

も、編集部のみんなが一番のめつだゲームだ。2フレ 

イや一でお互いに爆弾をぶつつけ合ろとい^もの。 

ジョイスティック対J®なのガ^れしい。 

[X68000シU—ズ[5HD」 

アクション、 
シユ-テインクグ 

I PC-9801シリーズ I 5HD 1 

上から下に向けて降 

りて<る女のコと同 

じキヤラを右ウイン 

ドウか0)選び、スぺ 

ースキーを連打して、 

下に着かないよラに 

するとい〇ゲーム。 

最初は4人だつだ女 

のコも、レペルが上 

がるにつれ、だんだ 

ルと増えてい<。 

「PC-8801シ iJーズ f5D | 

まつすぐに飛んで< 

る敵をラま<よけな 

がら進めてい<、高速スクロール型のアクションゲーム。一定 

のスコアになると、女のコのC.G.を見ることができるよ。 

画面手前から打ち出 

される2枚のクレー 

を、マウスで照準を 

合わせて擊つ、いわ 

ゆる射的ゲー△。規 

定値を越えられない 

とゲームオー/ \一で、 

クリアすれば、女の 

コが1枚すつ服を脱 

いで <れるのだ。 

クレー射撃 
Byx 

爆弾遊戯 
Byx 

ブu: 

おちやつび一PRINCESS 
B/^SYSTEM BOYS 

八イスクール 

Hischoolアドベンチヤー了 第 早一 
BT^AS-SOFT 

ATAMOVerLO 

■ 

ss ■ 

r ■■■« 
_s_ ■ 

■□■■国 



ステイト 2年以上の年月を エキスプ□ー ド 
A 

STATC〜若き勇者たち〜 かけて作つだとい EXPLODE 
ByTPC SOFT y ラソフトだけに、 L By，HALT software ノ 

I XIシリーズI5D|※要ジョイスティック なかなかのテキ。 

3重スクロールは 

するし、巳GMは 

FM音源対だし 

と、盛りだ<さん 

の機能がとつても 

ラれしいのだ。発 

射音などち凝って 

いるしね。 

r 

ぼむばすたぁ 

BOMBUSTER 
V 

B7*S.S.Sシューテングスターソフトウェアーズ J 

(_PC-8801 mknSRシリーズ] 5D I 

これは2フレイヤー専用のシューテイングゲー 

ム。フイールドにランダムで現れる爆弾を〇ま 

<利用（誘爆）して、互いに打ち合い、相手を 

破壊すれば勝ちとなるのだ。 

I PC-8801mknSR シリーズ I5D1 

16個のフス目の〇ち1フスに位 

置を決定し、女のコが姿を現し 

だら素早<体力減退爆弾をぶつ 

ける、とい〇アクションゲーム。 

数回ぶつければ、その女のコの 

絵がアニメーションで見れるよ。 

口-ルフレインク: 

n \ 

響層 

スレィャ- 

Demon Slayer 
 ByT&H PROJECTS [X68000シリーズ l~5HDl 

一見RPGのよろだが、どち0>かとい〇と 

AVGに近いみだい。目的は、アUストテレス 

の味方について、フラトンの野望を打ち<だ 

<こと。スクロールがなめ5かで気持ちいい。 

今後、シナリオディスクを出してい < 予定。 

迷路の中を歩きまわる 

「ウイザードUYjタイ 

フのRPG。敵の親玉wま 

にあだいおラ"を倒すの 

が目的だ。aレモネスト〃 

とかuこすぶれしよラじ 

よ"なんてゆ〇モンスタ 

一がでて <るよ。 

ワスプ 

TINY WASP 
BY*Eternal Champion 

Software ノ 

[PC-8801 mknSRシリーズ] 5D I 

20世紀後半に設立しだ（1?)、 

世界武装化特殊警察内で行 

われる訓練をゲームにしだ 

作品。 

mio；ii[^Ti 
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PONi：>ONQUEST&雑学クイズ 
、_BhSOFT H〇USE印度人 

I PC-8801mkiiSRシリーズ H 

1枚のディスクで、クイ 

ズとRPGの両方遊べち 

やラつていラ、とつてち 

お徳なソフト。『P 

ONPON QUES 

T』のほうは、3D 

の美少女RPGで、 

歩いだところがフ 

ツビングされる。 

バージヨンアツフ 

版を開発中とか。 

イミテーショく新たなる旅立ち -ルド》 
By• ENDLESS DREAM 98 

I PC-9801シリーズ l~5DDl 前作、イミテーシ 

ヨンワールドの続 

編。敵キャラはテ 

キストで表示され、 

戦闘方法はジャン 

ケン。カンを働か 

せて戦ラのだ。 

I 

I 

I 

J 

シミユレーシヨン 
グニム 

アフリカトレック 
By*かなバックサークル 

ロボットバト於 
By*T&H PROJECTS 

I XIシリーズ[5D] 
※要 CZ8FB01 Ver.I.OCDISK 
BASIC) 

[PC-9801シリーズ 1).5.5HD 

■■lif 
ここ8、at物を安く貢いますよ• 

i Sit 1W: 11111 

動物と戦つだり、鉱物を 

見つけて、でさるだけた 

<さん現金を集めるんだ。 

30日内にダイヤを10コ集 

めだらゲームクリア。そ 

のとき持つている金額で、 

冒険者としての力が評価 

されるぞ。 

その名のとおり2台の□ポット フ□グラムを使って、すべて自 

を戦わせるといoSLGだ。口 分で入力する。あとはコンピュ 

ポットの動きを巳ASICふろの 一夕がそれに従って操作する。 

ENERGY 

DAMAGE 

ENERGY 

DAMEGE 

POHER 

ARMER 

POWER 

ARMER 

P- CANNON 

CONDITION 

MESSAGE- 

Jr P- CANNON 

V» 4 

CONDITION 

-MESSAGE 

その他のグニム 
ヤT，ノア-r — /I、ツノ入 

Candy Boxl 
BY •System Pink 

[PC-8801 mknSRシリーズ l=5D | 

ビー 

P.M.C.G. 
bit•ぶろじえくとまつくす 

ftmm 
8枚の才uジナルの絵が入つだc. a 

集。時間がだつとメニュー画面に戻る、 

などの工夫が他と違つていだ。 

[X68000シリーズ] 5HD | 

X68Kな0)ではのカラフル 

なC.G.が5枚はいつだソ 

フト。なかなか不思議な少 

女だちが描かれている。 

_|通 



ザ エルエル 

THE LL 
FM-7シリーズ 3.5-5D 
PC-8801シ U—ズ 5D 

ByK.C.C. 

8x8の/1ネルをコン 

ビュータと取り合ラ、 

オセ□みだいなゲーム。 

バネルの下に絵が隠さ 

れていて、自分の取つ 

だところだけ絵が現れ 

る0秘密の絵は全部で 

5枚だ。 

※この画面は、FM-7)坂です。 

プランネツト トモロウー 

PLANET-TOMORROW 
__by•ブレアデス散開集団_ 

自分の生年月 

日と調べたい 

日を入力して、 

その日のバイ 

才Uスムを表 

示するといラ、 

いわゆる占い 

ソフトだ。 

[PC-8801 mk II SR シリーズ |5D | 

バズル ワン 

Puzzle ONE 
_By#ANDRODYNE _ 

[PC-9801シリーズ 15DD] 

才Uジナルのグラフィックにあわせて、バズ 

ルの形が縦長や横長になるゲーム。1回ク1J 

アするとトレースして<れるのが^れしい。 

フラック ジャック 

BLACKJACK2 
_By•あもるふぁす_) 

1X68000シリーズ T5HD1 

持ち金が一定金額以上になると、女のコが1 

枚すつ脱いで<れるフラックジャックゲーム。 

アニメーションしだり、しやぺっだりと、X68 

Kの機能をいかして作られだソフトだ。 

マーマレイド ラブリーブロック 

Marmalade 〜Lovely Block〜 
_By.mugen-looo software 

[PC-8801 mkiiSRシリーズ;] 5D] 見ればわかると思 

ラけど、このソフ 

卜はフ□ツク<す 

しゲームだ。全部 

<すすと、左にで 

ている女のコのQ 

なポーズのグラフ 

イツクを見ること 

がでぎるぞ/ 

5—ティアラゴト ギャンブラー 

METEORITE GAMBLER 
Bys.s.sシューテインヴスターソフトウェアーズ 

PC-8801 mk IISRシリーズ 5D 
父1シ」ーズ 5D 
※この画面はXI版です0 

女のコ2人にカジノゲーム 

で勝ち、カワイイ女のコの 

絵をみちやおラ/つてい〇 

ゲーム。テクノボijスの1 

月号ですでに紹介しだけど、 

今回それのXI版が新し < 仲間入りしだ。PC-88SR 
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HUNTER CARD 

By#SoFTwa「e乱 

[PC-8801 mkii SRシリーズ | 5D | 

インナ- スペー； 

Inner Space 
B/«Meta Dyne 

I PC-8801 mkIISRシリーズ[5Dl 

カードの替わりにランジェU—を使つ芝、 

UNOのよ^なゲーム。画面の女のコと、同じ 

種類か色の下着を捨てていつて、手持ちがな 

<なると勝利。勝てば女のコが脱ぐぞ。 

カードの絵が女の 

コのポーカーちど 

きゲーム!9役に 

よって、点数が決 

まっており、一定 

の得点を上げると 

女のコが1枚すつ 

脱いでい < よ。 

かれいとすこ 一* 
B/#N.S soft 

I MSX2「3.5DD | 

このソフトはブラ 

ックジャックゲー 

し。あるボイント 

以上勝つと、女の 

コが脱いでい<グ 

ラフィックを見る 

ことができる。な 

んと、脱ぐシーン 

はアニメーション 

しちや〇ぞ。すご 

い0 

ぬきぬき給あわせ 
By離ろすあじソフト 

rPC-8801mknSRシリーズ I 5D | 

表示される▽ークを覚え、そのとおりにフー 

クを選ぶとい^もの。ラウンドが進むにつれ、 

フークの種類、数ともに増えてい<。一定の 

ラウンドをクリアすると女のコの絵が見れる。 

アリエイト 

Ariate 
\ 

V By.ujソフト ノ 

ボールが壁に当だると、絵の1 

部のブロックが現れて<るとい 

IPC-9801シリーズ「5HD~| 

ぅ、いわばブロック<すしを逆 

にしだよろなゲーム。ブロック 

がすべて現れて、絵が完成すれ 

ばステージクリア。 

舞ちやんてばぶあいていんぐなう 
BY#S.S.Sシューテイングスターソフトウェアーズ 

88、XI版か598版に移 

植。かわゆい舞ちやんと、 

*この画面はPC-9801版です。野球拳で楽しいひととき 

PC-9801シリーズ 5DD 
PC-8801シリーズ 5D 
XIシリーズ 5D 

を週ごしちやお/つてい 

〇ソフト。負けだときの 

舞ちやんの顔がQなのだ。 

I- 

※今月の記事を読んで、「この同人ソフトを通販付きで紹介してほし一い/jなんてい^1」クエストのある人は、お葉塞き送 
つてね。Do-JInファンでは、みなさんの声に応えてい<ょろに努力していきだいと思つています。なお、あて先はP.83を 
參照して < ださい。 73 

あたりです。 

PEALER CAR^S 14 

VOUR UIN ! HIT ANV KEY 

VOUR CARI>S 28 
JRAH? (Y/M) 

SCORE 500 
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祕他 
い 

New Soft 
ヽさて、ここ^:コミックストリートやパソケットとか 

でなく、編集部に送られてきたものや、直接持f 
込まれたものなどから通販できるものを集めたゾ/ 

これからもDo-Jinフアンをヨロシクネ// 

敵の城を目指すRPG風AVG j 

海の向こう 
BY#TSUKKA software 

とにかくひたすら歩き回ること 
で、ストーリーが進んでゆくゲ 
一厶なのだ。特に迷路の複雑さ 
はなかなかのものだそ/ 

「PC-8801mkiiSR シリーズ15Pl 

■ PC-88VAシリーズ未確認 ■広大后迷路1C 
メ〇メ 0(5— 

闇の帝王グランダムに妹のラーナを 

さらわれたティナが、帝王を倒して妹 

を救いだすまでの冒険ゲームだ。スト 

ーリーや画面の感じからするとRPG 

のようだけど、敵を倒してレベルを上 

げるというような設定はなく、いろい 

ろな人と話をしたり、迷宮を探険した 

りするAVGなのだ。 

〇歩吉回るといろいろな物がある• 

しノ岡せイJ 

たった所には 

でいる 

アイテムを取つだり 

異世界へと向つだり 

する途中にはかなら 

す迷路があるのだ0 

〇迷路は複雑でなかなかむずかしい 

火の鳥が住ん 

〇海のむこ5 

に見えるのが 
クランダムの 
城だ 

〇何だか不思議なところに来たそ’ 
がそ 

てぞ 
いれ 
るの 
か通 

つど 
けこ 
るで 

そしてラストシーンが'始まる/ 
最後にグラン 

ダムと対決す 

るシーンが次 

々と見られる 

のだ。 

通販の申し込み方法 
〒170東京都豊島区東池袋5-11-9 

大塚様方 TSUKKA softwareまて: 

900111分の郵此づ、為竹（m >と、ほ 

しいソフト8を5いた紙、郵他浴り• 

•氏X •化所を明,;じしたあて'ド,シール 

をliilMのうえ送ってください。 
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mo7mj 

Kドライブ感覚でアドベンチャー// 

[XIシリーズl~5D| 

la 海岸¢5ね 

る。よ〜し、いっちょ海岸まで突っ走 

ってこよ一かなっ/と、いうお話。 

このゲーム、操彳乍はカンタン。〔4〕 

〔6〕キーで車を動かし、建物や人の前 

日曜日のドライブをシミュレート⑺ 

したアクションアドベンチャーゲ、ーム。 

めずらしく早起きした安藤忍くん。 

彼は昨日、車と免許を手に入れたばか 

り……。運転したくてウズウズしてい 

に止まるとアドベンチャーシーンとな 

り、物語が進行していく。ただ、走っ 

ていけばいい、というものじゃないの 

だ/ さあて、忍くんはガールフレンド 

のありさを誘うことができるか!？ 

ああ、なんていい天気なんだ/ 

こんな日はドライブしたいな。 
でも車も免許もない……なんて 
と芒にピッタリのゲーム/ 

二れが一 

下の写真を見てくれ0ガードにぶつ 
かっているよラに見えるが、前輪さ 
えぶつからなければ大丈夫なのだ。 

燊▲▲泰轟泰▲拿▲泰裊赢泰▲▲▲▲贏▲▲裊泰▲▲拿裊拿拿泰▲泰秦裊秦▲▲▲表裊▲秦康森泰泰秦拿拿拿泰本拿拿森拿拿本拿拿秦羲 

^TWWWWWWWWWWWW\ 

ほ車こ 
ラをの 
が止先 
いめで 
いなは 
わい、 
よ 

最初は、とにかく人とお話するのがこのゲー 
厶を解<ポイント。慣れないラちは、すぐゲ 
一厶オーパーになってしまうが、こういった 
ヒントに耳を傾ければ道は開かれるそ/ 

穹嗲，令穿窄穿寶寧▼▼▼勢 

のソ 
名フ 
前卜 
叁を森 
思作で 
いつ迷 
出だつ 
レサだ 
てIら 
ねクこ 

Jレの 

穿寶寶穿穿幸，寶寶穿會幸★寺▼ 

通販の申し込み方法 
〒197東京都福生市北田園卜22-2 

伊藤様方 SYSTEM BOYSまで、 

1000円分の郵便小為替(無記名)と、 

郵便番ゆ•住所•氏名•ソフト8を 

明記したものをM封のうえ送ってく 

ださい。 

通懦腰売t申し込右とき坊注意 
このコーナーのR74〜P80で紹介したソフトの通 
信販売を申し込む場合には、必ず次の約束を守っ 
てくださいね。 

❶申し込んで3か月はジッと待つこと 
同人サークルの人だちは、勉強やお仕事の忙しい合い間をぬつてソ 
フトを発送しています。それに、申し込みもだいへん多いので、待 
ち逮しいとは思〇けど3か月は待つてあげて<ださいネ/ 

©郵便小為替は無記名にすること 
郵便小為替にへ夕に記名してしま^と無効になつだり、手統きに手 
阃ガかかつだりします。必す無記名にしましよろ。 

©住所•氏名•希望ソフト•使用機種などの 
必要事項は正し<書<こと 

せっか < 申し込んでち住所が！っていたり読みに < かっだりすると、 
あなだの手元にソフトは■きませんよ/まだ、希望ソフト名や機 
種名がわからないとソフトの発送が遅れる原因になってしまいます。 

©同人サークルへの問い合わせは、往復葉書 
などの郵便を利用すること 

同人ソフトの申し込み先は、ほとんどが自宅になっています。迷惑 
にならぬように必す問しヽ合わせは郵便で。また、問い合わせ相手に 
負担がかからないように返信先を記入しだ往復葉書を使うようにし 
ましょう。 
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とにか<写真を見て<れ。エミちゃんのカワイサときだら 
そりゃち〇……。このエミちゃんの魅力は、容姿だけでな 
<、その愛<るしい声にあるのだ。サンフリングでしゃべ 

ミちゃんがホントに最高なのだ。 

いやいや、 

それほどで 

通販の申し込み方法 
亍140東京都品川区大井7-17-16-20 

4渡部様方G-CLUBまで、PC 

8801版なら900円分、X68000版なら 

1400円分の郵便小為替(無記⑴と、 

郵便番号•住所•氏名•機神:名を明 

記したものを同封のうえ、3月8 H 

必着で送ってください。 

じつは88版も 
あるのだ// LEVEL ：5 

GAME COUNT:3(9) 

PC-8801シリーズ5D 
X68000シ U—ズ 5HD 

スーパー ジャツク ブロ 

SUPER JACK PRO 
By#G-CLUB 

勝てば脱いでくれるというトラ 
ンプゲー厶だが、このゲームの 
すべてはエミちやんにある。と 

にかくカワイイのだ。これが。 

■エミちゅん相手C 
ブ巧ツ0ジゃッ 

X68Kの前に行列ができるほど編集 

部で大流行した、ちょっぴりエッチな 

ブラックジャック•ゲーム。もちろん、 

Jこだのブラックジャックじやない。何 

回か勝つと（これはステージによって 

違う）、対戦相手のエミちゃんが1枚ず 
つ脱いでくれるのだ/ 

ノリのいいBGMか 11曲十び。サン 

プリングでエミちゃんの声もバッチリ。 
さらにフルマウスオペレーテイングで、 

脱ぐときはアニメー ションまでするの 

だ。これぞX68Kの同人ソフト/と思 

わずうならせる1本だ// 
O (TAB)キーを押しながらゲームを起動さ 
せると、エミちやんのグラフイツクが変わる 

これの，フトはやつばりX68Kだけ…… 
と思つだ5、なんと88版もあるのだ/まあ、 
X68K版と同じとまではいかないが、エミち 
やんのカワイさは同じ0 XI版も開発中/ 

〇モノクロだけど、ちゃんとアニメーシ 
ヨンしちゃうのだ/ 

20 

画_ ■HH 
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花の女子高生の 
ルイ、典子、清 
美は大の仲よし 
3人組。どの< 
らい仲がいいか 
といラと 

りニメ5 

脱い1^ 1^11 
それぞれ3人の女の 

コだちが脱ぐシーン 

ではアニメーション 

儀 

1 

が 

〇ルイと典子は同級生で、清 
美ちゃんの先輩だ 

morj 
カワイイ女のコのドキドキ体験談 

TAKE OUT Vol.3,4 
By春フ1」ォネツト 

FM-/’シリース 
PC-8801シリーズ 
PC-9801 F 以降 

3.5D.5D 
5D 
5DD 

前にD6-Jinフアンで紹介したこと 

か、ある『TAKE OUT』の続編力澄場。 

『カインドウ•ギャルズ』のようなゲー 

ムで、画面下に出てくるセリフの 

〇〇〇の部分にうまくあてはまる: 

言葉を考えて、入力して正解ならヒ•文〇 

ストーリーか前に進むというゲーg 11 

厶になっているぞ。 %%% 
Vol.lの女子高生の体育倉庫でる§ | 

0。Vol.2の昔の同級生と公園で 

0から、ますます内容充実のウシーン 

盛りだくさんソフトになったのだ。 

1美少女の体験をステキなグラフ 
イックで見せてくれた、TAKE 
OUTが新しい女のコをつれてま 
たまた登場。女のコのカワイさは 
もちろん、内容もますますカゲキ 
にパワーアップしたそ。 

»匁は一い•ルイおね一さま 
•5ズうわ美為〜フ丨典子おね一さまの〇〇って老れ^ 

濟典ち脅〜ん《あんまり見つめないで* 
あフ！漓关ち，んの0000000かあいい• 

看護婦さん編 
— 

さんはち 

よつぴドジな 

看護婦さん。今 

日も一生懸命、 

患者さんにつ< 

します。 

〇白衣の天使だね0 

女子高生編 

05—ん、こんな看護婦さんがい 
たら退院で$なくなつちやろナ〇 

通販の申し込み方法 
〒166東京都杉並区成田東2-37-20 

豊陽ハイッ A-110大島様方マ 

リオネットまで、ほしいソフトの数 

x1〇〇〇+3〇〇1リ分の郵便小為m無,;じ 

ノバ}と<Vol. 3とVol. 4のI山j方ほしい 

ときは、合,汁230014分の郵便小為特 

ね/丄郯他浪リ••住所•氏名(フリ 

ガナも齊いてください）•機神:名•ほ 

しいソフト名（Vol.lからVol.4まで 

のうち、どれを希兜するのか必ず妃 

入すること）を明,k!したものを同封 

のうえ送ってください。 
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BGMでのめりこんじやラAVG 
_レベル_ 

REBEL 
By«SIVA 

[PC-8801mknSRシリーズ] 5D] I 5—ンG合わせ后 
巳GMか'二〇イ// 

通販の申し込み方法 
亍753山口県山口市吉敷滝河内2011 

-2渡辺様方SIVAまで、15001リ分 

の郵便小為m_X>と、ほしいソ 

フトzを#いた紙、m^Kr'y-\m 
•氏Kを明idしたあてシールをMM 

のうえ送ってください。 

主人公の女のコ、ラミアはコロニー 

で起こる特殊3巳罪警察部隊の隊員だ。 

ラミアたちのチームは休暇を言い渡さ 

れ楽しく過ごす予定だったが、いろい 

ろな事件に巻きこまれ^その裏には洗 

脳機によるコロニー支配言懷がからん 

でいるらしい。ラミアたちは真相の解明 

にとのりだしていった……。 

シーンごとにピッタリのBGM力1荒 

才しノリノリで謎角军きか'できるよ。 

のぼの看護蟝さん 
By♦美少女倶楽部 

I PC-8801mkiiSRシリーズ「5Dl 

※卩〇-咫ソ八シリーズ未確認 I行方不明ひ 
バニーを捜せ 

前作『戦え/看護婦さん』では、エ 

イズ用ワクチンを求めてガンバッた看 

護婦さん。その続編にあたるこのゲー 
00 r\^j \j/^ 

抑U綱软 
〇主人公の看護婦さん。彼女になってプレイだ 

ムは、いなくなってしまった相棒のバ 

ニーを捜すというお話になっている。 
看護婦さんの唯一のアイテムは”悪魔 
のシッポ〃。これを使ってバニーの手桂卜 

かりを集めていくのだ。登場キャラは、 

み〜んなカヮユイ女のコばかり。ドキ 

ドキワの展開に加え、最接の\ドン 
デン返じは一見の価値ありだ。 

〇 ''ぐにぐにぐに……"なんてあぶないじやん。 

え〜い、パニーはドコだ7言ってみろっ// 

〇さあ、セーラー服 
軍団のお姉様と決闘 
だ/彼女にはシヤ 
ポ流星拳は効かない 

〇酒場には新顔のパ 
ニーAがいるよん9 

〇またまた登場のウ b 
エイトレスさん0 § 

〜〜xyy 〜〇/〇-〜00^ 

通販の申し込み方法 
亍356埼玉県川越市砂1050-15沢井 

様方「D-計画」まで、9001リ分の邺 

飯小為镲(無ゼ8)と、ほしいソフト 

名#舞いた紙、郵他IT'J••仆:所•氏 

KをmMしたあてkシールをM討の 

うえ送ってください。 

if _g後^^ 

貪I1:讓 
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Mlフ7ン 

<jH 

みなみの 
bどうv J) 

ひろしの英語教室 Ver.2.0 
By#SOFT HOUSE TOD〇 

「PC-9801シリーズ | 5HD | 

■問題ほつジだけど 
0オープニングで4人いる女のコの中から好き 
なタイプの女のコを選ぶのだ 

女の子を番号で遇んでくだきい。 

エッチはしたいけど、そんなヒマが 

あったら英語の勉強しなくちゃな〜、 
というジレンマに苦しむ受験生にピッ 

タリ⑺のゲームがこれだ。 
マジに勉強になる英語問題にまず3 

問全問正解するとムフフ0なグラフィ 
ックが。そしてもう3問全問正解する 

とムヒヨーなグラフィック。そして次 

の3問にも全問正角军するとリターンキ 
一でアニメーシヨンするスッゴイグラ 

フィックが見られるのだ〜。 

桃太郎 'Ver.3.0 
By籲SOFT HOUSE TOD〇 

1 PC-9801シリーズ15HD1 

I桃太郎ひeも色 
大冒険a 
おなじみの昔話 ''桃太BITの关乂版 

AVGだ。キビダンゴを100f固持って冒 

険に出発した杉1コマンド入力 

するたびにキビダンゴが1個ずつ減っ 

ていき、なくなってしまうとゲームオ 

ーバーだ。イヌ、サル、キジをお供に 
するときにも大量に減るので、つねに 

残量に気をつけてなくちゃイヶナイ。 

キレイなグラフィックと、ところどこ 
ろに散りばめられたギャグを楽しみつ 

つ、目指すは鬼ヶ島。ラストの大ボス 

を倒した後のオチがまたニクイのだ。 

〇ちょっぴり目ツキの悪いお2人さんネ 

mM 
〇なんてノーテンキな主人公なんだつ// 

纖齡:6; ，故ンゴセ爽換にイヌ、•••サルぐキジ奄赛H 

穸汐も•レ焱<苎.食荈ら辟し:^ 

〇カメを助けて鬼ヶ島へ向かう。んっI? 

〇オドロオドロしい鬼ヶ島。プキミだへ 

Siil瞧 

グラフィックはみんなキレイで©。 
けど、不思議なのは、子供だちから 
カメを助けるつてとこ。これは浦島 
太郎か!？ま、いいかガ 

なつi 

ます"つて表示が泣かせる 

通販の申し込み方法 
〒32卜9Q栃木県宇都宮市東郵便局 

内私書箱45 SOFTHOUSE TOD 

0まで、『桃人郎』またはrみなみの 

ひろしの炎•語教宰』を希喏の"はれ 

180011j分の綴小為!!(無以⑺と、 

郵便形り-•住所.氏X •ほしいソフ 

h Vfび桃ん郎.3か『みなみの〜.5かを 

必ず,1C人すること）を叫,,I：したもの 

をのうえ送ってください。なお 

両方希望する分の郵Wi小 

)を剛のうえ送ってく 

ださい。 

誘惑に負けずに鬼ケ島へ急げ/ 



r-C壁ノタni画似ノンダジ-vw(：p 
—   シルビfアン ^ 

SILVIAN 
By«PC-FC 

I PC-8801 mkII SRシリーズ l_5D | 

I 気分6王子様、 
敵B数々ひ卜巧ップ 

自分が、かっこいい王子様っていう 

設定がいいんだ/しかも、闇の魔法 

使いによって連れ去られた婚約者のシ 

ルヴィア王女を助けだすのが目的だか 

ら、張り切ってプレイできる！？ 
ゲームは、それほど長くないけど、 

トラップがいくつかあって手強いんだ。 

魔法使いとの戦いというより、トラッ 
プと戦いながら王女様を助けるって感 

じなのネ。 

■ 
TT \^) ^ 是”伯/山上'7京士-M J v.r.1 

ほめる 

■タレ、® 
'ノドを幼して下さい 

1 て傷成緙Ikました。でもまだまだです。 

マンガっぽい 
白黒クうフィックよ• 

通販の申し込み方法 
〒彳01東京都千代田区神田神保町1- 

1木下様方PC-FCまで、7001リ分 

の郵便小為锊(無妃⑺と2.U)|ij分のWJ 

J\郵便番V> •住所•氏名を明記し 

たものをM Mのうえ送ってください。 

If 

〇かわいい一/ 
でも女のコじゃ 
ないからね。念 
のため…… 

〇コマンド選択式。 
何度も同じコマンド 
を選ぶと状況が変わ 
つた0、物がちらえ 
たりすることがある 

〇やさしそラな精霊， 
のお兄さん/ラさ 
ぎをさがしている 

このアIJス諸島は、男心を<すぐる南国美 

少女が15人f場だあ。みんなカワイイ〇 
い。I 〇 

南の島でゴールド集めり 
ノノリス ノノ Tフノト 

ALICE-ISLANND 
By 籲 ECE-S 〇 FTWARE 

I PC-8801シリーズ T 5D1 II万ゴーんドかざし 
て、島びぐリAVG 

アリス諸島に浮かぶ、アリス島を災 

いから救うために、女神像を建設する 

資金の1万ゴールドを集めちゃおう/ 

っていうAVG。 
島民は、なぜか女のコばかり（Hな 

場面は期待しないように）で、るんる 

ん島をめぐって会話していくうちに、 

自然にゴールドが集まっていくんだ。 

だから、AVGは、面倒くさくって嫌 

い/なんて人でも苦労なく解けるよん。 

〇行きたい島を選んだら、移動のコマンドで、その 
島民たちと次々に会っちやお。右下が集まった資金 



即売会続きの今日このごろ/同 
人ソフト•フアンのキミは忙しい 
んじやないかな7もちろん、ネ 
ットワークも大忙し。同人サーク 
ルのアフターサボートや新作情報 
などで、今月もいっぱいだい// 

ペグ修正用ディスク 

&#ねA 

IBY♦エレインソフト 

すみません：こんにちは、うららです。じ 

つは、12片25日のパソケットIIIで販売した 

『愛乃にゅうろおだあずVol.6』(PC-9801 

版）にバグがありました。ゲームストーリ 

一にはめオ妾!多赞•はなし、のですが、どうして 

も気になるという力*のために、バグ修正用 

ディスクを作りました。ご總の方は、5cm 

X7cmのあて名カードを作り、ド記まで送付 

してください。ご迷惑をかけてすいません。 

連絡先は、亍332埼玉県川口市飯塚3-16 

-2 P.E.Cオリジナル「エレインソフト• 

バグ修正ツール」係です。 

尋ね人：10H10HのパソケットIIで、『愛 

乃にゅうろおだあずVol.4』、『〜Vol.5』の 

通販の屮し込みをしてくださった#森県十 

和田市の藤本^rm移転先不明でソフト 

が送れません。移転先の住所を、〒340埼 

玉県草加市旭町5-10-25藤岡様方エレ 

インソフトまで、大至急お知らせくださ 

ソフトの販売延期 

lb¥#SIVA 

ども、SIVAです。以前SIVAの新fl梢報 

を申し込んだガには『f吿ディスクIII』を 

送らせていただきました。それについて、 

発送が避れてすみませんでした。 

話は変わり、前にf十;•していた『ロデウ 

ォルド探侦针』は、シナリオ変更により、 

夏に販必が延期になりました。みなさん、 

期待して待っていてくださいよ。 

それからSIVAでは今、PC-88のFMA- 

源で作|H|とBASICで荇が作れる人を人募 

集しています。n分の曲にnイuがある方は、 

,、v楽のプログラムをデイスクにセーブして、 

4JVX&% /—f L. +费隹// Do-Jinフアンでは、みなさん 
戊摘ノノ/^八券果ガが作ったソフトを広く紹介する 

場を提供します0ゲームがメインですが、多くの人が使えるものであれば 

実用ソフトでもOK。もちろん個人でもグループでもかまいません。 

>籲投稿されたソフトは…… @ソフトとして完成した形のディスクで投 
^ 誌上に掲載するソフトについては、作者 稿すること。ディスクにはソフト名と機種 

が希望するならば「通信販売の申し込み方 名を明記してください。 
<|法jも掲載して、たくさんの人に楽しんで ❸ディスクといっしょに、遊び方•使い方 

4'もらえるようにします。 の説明書（マニュアル）をつけること。 
^ ただし、このコーナーはプログラムやグ ❹投稿したソフトと同じものを必ず手もと 
% ラフィックを紹介する場ではないので、1 においておくこと。内容についてお聞きす 
^ 本のソフトとして完成していないものや、 ることがあります。なお投稿されたディス 
%その他の理由で編集部が掲載できないと判 クは原則としてお返しできません。 

断したものは紹介できないことがあります。©投稿者（グループのときは代表者）の連 
X なお、作者が希望するならば、通信販売 絡先住所•氏名（グループ）•電話番号も忘 
^ でなく、テクノポリスソフトが代わってデ れずに。 
J ィスク•サービスをする方法、それにテク 

^ ノポリスソフトによる市販ソフト化も検討 
套します0これはプロをめざす人向き。 

籲投稿のときの注意 
❶ソフトはすべて自分たちで作ったオリジ 
ナルであること。他のソフト、出版物などを 

-% 参考にした場合はそれを明記してください。 

籲あて先# 

亍105東京都港区新橋4-10-7 
TIMテクノポUス編集部 
Do-Jinフアン係 

SIVAまで送つてください0待つてます！ 

連絡は、〒753山U県山11市吉敷淹河 

内2011-2渡辺様方SIVAまで。 

P.S•パソケットint申戸に出展しまあ〜す。 

なお、ハ。ソケットVにおいては、SIVAと 

BURNING APPLEのソフトはH.A.T. 

に委託になるf定です。 

ページヨンアツプ版と 

書き換えします/ 

IB¥#H.A.T. 

こんにちは、H.A.T.です。 

1213 25 HにパソケットIIIで『迷V:*,•浪■ 

を買われた方、作者の強v、反省のもとにバ 

ージョンアップをいたしましたので、無料 

で書き換えをいたします。お手数だとは思 

いますが、ラベルのはってあるディスクを 

H.A.T.まで送ってください。わがままでス 

ミマセン（※舞き換えをしなくても、オプ 

ションのシナリオディスクは、使えます)。 

連絡先は、〒116東;K都荒HIK州I幕 

16-44-8金/-ビル102佐野様方H.A. 

T•です。 



改めて自己紹介!? 

SIMOON is :チ /^ 風車) 

お知らせ：こんにちは、夏コミで『CINDY』 

と『FLEET BATTLE』を発表した、 

当の帆丸覇有人〇グラフィック&マシン語 

担当の草条紀胃。そして、アルゴリズム& 

プログラム担冯の喜怒哀楽の3人です。音 

楽担当者がし、ないのですが、音楽はチーム 

風車に外注しています。ちなみに『CINDY』 

の音楽はSEIという者が作りました。 

現状：『CINDY』のPC-98版が移植進行中 

これで、バグは取り除けました0なお、 

起動時にVer丄1と表示のあるものは、す 

でに修ili済です。本当にご迷惑をおかけし 

ました。これを機会に、徹底した開発環境 

を作って行きたいと思ってますので、これ 

からも暖かなHで見守ってやってください。 

連絡先：〒330埼Iミ県大肖市蓮沼784-2 
SIMOONです。ここで、おや？と、思う 

人がいると思いますが、じつは今度チーム 

風寧からSIMOONが分離したのです。 

もともと、チーム風車とは、高校の友人た 

ちが集まってできた10人ほどのグループ 

でした。そこでは、いろいろな活動がされ 

ていますが、その中で特に「同人ソフトが 

作りたあ一い！」という連中がいました。 

それが、夏コミのチーム風奉なのでした。 

コミケも終わり一段落ついたところで、そ 

の連中は謀反を起こしました。そしてでき 

たサークルが、H人ソフト専門サークル 

SIMOONなのです。とは誇っても、もとも 

とNじところにいたのですから、完全に離 

れたわけではなく、今でもお力:いに協力し 

て仲良くやっています。『CINDY』のPC- 

98 版も、 チームj風率にI純良してもらってい 

ます。というわけで、これからもSIMOON 

とチーム放I申:をよろしくお願いいたします。 

改めて自己紹介：では、ここでSIMOON 

のメンバーについてちょっと。まず私、 

SIMOON代衣.シナリオ&プログラム机 

です。同じく『FLEET BATTLE』のPC- 

88版も移^直中。いずれも、もとよりグレー 

ドアップする予定0移植だけでなぐ春コ 

ミを目指して『まほろば』と『Registance』 

の2本を製作中です。前者はイベント重視 

のAVG、後者はバリバリのシューテイン 

グゲーム。新作2本とも、PC-88SR以降対 

応です。お楽しみに。 

すみません：『CINDY』に、なんとバグ 

が発見されました。普通にストーリーを追 

ってゲームをしていれば出てこないノ、ブな 

ので、うっかり見落としてしまいました。 

第1作からバグを出すなど、たるんでい 

る！などと、反省している今Hこのごろで 

す。 

では、そのバグを^;す方法をお知らせし 

ます。まず、DISK BASICを立ち上げて 

『CINDY』のDISK-1からA D V 3とい 

うファイルを口ードします。その後、 

3045、3046、3101行の3行を消上します。 

それから、再びA DV 3のファイル名でア 

スキーセーブして終わりです。 

让;I滕方SIMOON 

改訂版と交換します 

11月号以来、たくさんの通販希望ありが 

とうございます。C• M• S企画です。 

通販販克分には関係ないのですが、出サ 

ークルのソフト『じゃんけんほ。ん』と『じ 

ゃんけんほ°んシステムアップ5ディスク』 

(どちらもPC-9801用5 DD)のbugのあ 

るディスクは、以ドの2 

1•『じゃんけんぽんVerl.5』パソケット 

I販必分（ゲームスタート時、オーフ。ニン 

グタイトルのドにVerl.5とだけ表示され^ 

そのドに改訂版と表ボされないもの） 

2.『じゃんけんぽんシステムアップディ 

スク』ハ。ソケットII販ゾL分（ハ。ソケット会 

場にて、中-品または『じゃんけん(デん』と 

セットで販売したもの） 

先輩が答える/ 
プロが応える/ 

同人’ 
今バはちょっとコンパクトなQ&Aの 

コーナーだよ！ Sじつは、テクノポリスの12 

)iけをHい忘れ、「女/•大生 

といっしょにM人ソフトを 

作っちゃおう！」のグラフィックのと 

ころが、ぜんぜんわかりません（12H 

号がないので、U!号もさっぱりわか 

りません)。どうにかして、手に入れる 

方法はないでしょうか？ 教えてくだ 

さい。 （静岡県中村クン） 

まあ！買い忘れるなんて 

.、だめねぇ！ じつは、 

こ一ゆ一葉:寿がこの他にも 

しwいているの。「リストをコピ 

—して送ってください」なんていうお 

さい。 

た■くさ/^I 

T-紙や、バックナンバーの問い介わせ 

の電話なんかもくるのよ。でも、編集 

部では雑誌をコピーして送る、という 

ことはやっていないのね。テクノボリ 

スのハへソクナンバーも今のところない 

の。それで、そんな人たちのために、 

近いうちにDo-Jinファンの別冊を作ろ 

うと思っています。だから、おT-紙を 

くれたみなさん、もう少し待っててね。 

それから、今JJで「女子大生といっ 

しょにliij人ソフトを作っちゃおう！」 

のコーナーは敁終问だけど、「おにおん 

さんの講嵴をもっと続けて.グ」なんて 

いうリクエストに答えて、来月よリ新 

しい講座を始めたいと思っています。 

そちらのほうもヨロシク.グ 

以I-•の2稀類のディスクのV、ずれか、ま 

たはコピーミスのディスクを購入の方、お 

手数ですか、、レ〗サークルまでマスターディ 

スクをお送りくた、さい。交換いたします。 

なお、先にも書きましたように、通販分 

および『じゃんけんほ°んVerl.5改訂 

おわびと訂正 
^テクノポリス2月号78ページ 

で、『Surnature』を製作しだALU 
-COMPUTER-ARTSさんの通販 
申し込み先の住所が、間違つていました。 
正しい住所は、〒198東京都育梅市根 
ヶ布2 232 4小笠原様方ALU-CO 
MPUTER-ARTSです。なお、誤つ 
た住所で送られた分に関しましては、郵 
便局の方々の協力を得て、相手先に届 
<よラに手配してありますのでご安心 
<ださい。サークルの皆さま、郵便局 
の皆さま、並びに、読者の皆さまにご 
迷惑をおかけしだことをお詫び申し上 
けます。まだ、今後はこのよろなこと 
がないよろに細心の注意を払い、ご迷 
惑のないよろに心がけだいと思います。 
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イべし卜 
情報 

. ' ..■ . - ■: … ■ . 

#V7ケ”卜in神戸 
2肖2阳(日）figgP 11:00〜15:00(予定）， 

神戸国際会議場: 

ポートライナー市民広場駅下車神戸国際展示場横； 

パVケ”卜V 

^1^3月5日(日）11:㈤〜15:00(予定） 

啦産類易センタ- 

JR浜松町駅下車徒歩5分 

mm\ 

※なお、朝早<から会場前に並ぶと、まわりの迷惑になります。午前8時前は会場にこないようにしてください 

住所が変わりました 

IB¥#ECE-SOFTWARE 

突然ですがECE-SOFTWAREのお知 

らせです。都介によりECE-SOFTWARE 

の通版、その他^い介わせの住所がド記の 

ように変更になります。今後は下記の住所 

版J (タイトルのドにVerl.5改訂版とで で、すべて取り扱ぃますので、よろしくお b \ rj^ 
るもの）はbug取り済みです。 願ぃします。 /// /1/[, W\ 

撇先は、〒143東親人[_!馬込6-また、ァドベンチャーゲーム、『ALICE- U | ^ W寸 

5-8沢村雜滕方C-M-m^\Vto ISLAND』をお買ぃ上げの方で1GOLDの \|| 

計算にバグがあるとぃう方は、現品をお送 ) (\ 

.. りくた、さるか、テ、、ィスクにはってあるタイ \ 
住所が変わりました トルシ-ル部分をお送りくださぃ。お取り I 
.. 替えのうえ、送料とともに返送いたします。 

_ なお、ECE-SOFTWAREの通販は、何 X M I 

麵申し込まれても細i冒】だけです。 

突然ですがECE-SOFTWAREのお知 どうぞご利用くださぃ0 還 0^ 

らせです。都合によりECE-SOFTWARE 雛所は、〒271丁 •葉県松ド•三矢小/^、J 
の臟、その剛ぃ介わせ(術砂下記の台5-2卜25石井様方ECE-SOFTWARE /U^l ^4L 

ように麵こなります。雜はド調撕です。 ^7 

I Do-Jinネットヮーク 同人ソフト/ \ウスをつなぐページで| 

|ァクセス受け付け/ お待ちしているのでよろし<。_ 
鲁〇同人ソフトから読者のみなさんへいろいろ こんなものを探してるんだけどどこにある？ 以上3〇のアクセスは、郵便で、 _ 

參なお知らせ そのほか、申し込んだのに来なぃよ一、どこ 〒105東京都港区新橋4-10-7 II 
± ボクたちはこんなグループです、今度こん そこに連絡つけたぃよ一、などなど、さまざ TIMテクノポリス編集部 # 

#なことをやるから来てくださぃ、こうぃう才 まな質問を受け付けてます。解答者は質問の Do-Jinネツトワーク 
|能のある人を探しています、通版の発送が遅 内容により、同人ソフト、編集部、市販ソフ 同人ソフトQSlA 

事れてぃます、〇〇さん連絡をくださぃ、など トハウスなどがあたるのだ。 アクセク♦リポート訪問記 I 

赛など、同人ソフトの仲間から広く読者のみな ©同人ソフトの大自己紹介 まで。①グループの場合はグループ名•代表§ iさんに知らせたいこと。なお、ソフトを紹介 rアクセク.リポート」は編集部から取材お 者氏名、個人の場合は個人名、②^絡先住所、贫 

したぃときは「投稿ソフト」係に送ってね〇 願ぃをするコーナーですが、“ゼヒ載りたぃ”③R表者または個人の年齢、④職業（学年)、 
©読者のみなさんからの質問アレコレ とぃうメダチタガリのグループの売り込みも ⑤連絡先電話番号、の明記をお忘れなく/ || 

ああしたぃんだけどどうしたらぃいの？ 受け付けてます。カンタンな自己紹介を付け なお、ぃずれの場合も内容によっては掲載：!： 
こういうことがわかんないんだけど教えて/ て申し込んでね。 できなぃ場合があります。ご了承くださぃね。 

I Do-Jinネットワーク 
Iアクセス受け付け中/ 
〇同人ソフトから読者のみなさんへいろいろ 

^ なお知らせ 
^ ボクたちはこんなグループです、今度こん 
^なことをやるから来てください、こういう才 
>能のある人を探しています、通版の発送が遅 
くれています、〇〇さん連絡をください、など 
^など、同人ソフトの仲間から広く読者のみな 
^さんに知らせたいこと。なお、ソフトを紹介 
^したいときは1■投稿ソフトJ係に送ってね0 

^©読者のみなさんからの質問アレコレ 
^ ああしたいんだけどどうしたらいいの？ 
^こういうことがわかんないんだけど教えて/ 

こんなものを探してるんだけどどこにある？ 
そのほか、申し込んだのに来ないよ一、どこ 
そこに連絡つけたいよ一、などなど、さまざ 
まな質問を受け付けてます。解答者は質問の 
内容により、同人ソフト、編集部、市販ソフ 
トハウスなどがあたるのだ。 

©同人ソフトの大自己紹介 
rアクセク•リポート」は編集部から取材お 

願いをするコーナーですが、“ゼヒ載りたい” 

というメダチタガリのグループの売り込みも 
受け付けてます。カンタンな自己紹介を付け 
て申し込んでね。 
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3月といえば卒業シーズンですが、半年間続いた 
この講座も今月で最終回となりました。いろいろ 
なことをやって芒ましたが、みんなのゲーム作り 
に役立つことがあったかな!？前回までにゲーム 

としては完成しているので、今回は即売会などで 
売り出すときに欠かせない、大量生産のためのパ 
ックアップツール（PC 88版）と、売り出し当日 
のお話です。最後までシッカリ読んでねゥ 

toSMCひんさん 

初6M5無謀！办と思われS私ひゲー“作リも、后んと办33きで 

作るかでしS。絵も出れIび、曲ち流れる后んて、本当にe _ 

aMGaたさんひa办げで苡。 .二、 
♦の 

でもね、せつ办く作つSただ办6、Cひゲームを0V/J5IC3見せ 

Gぃっりと思ってるひ。せこで、てつとリ抒やくバツ〇 1 

でツブで$ちゃう方法か、®つイイナ ^ ^ノ 

:P〜と思ってるんだけど……教爻てつ〇 \ \ / 

from 

84 ※好評につき、来月より新しい「同人ソフト講座」のコーナーがOPENします。お楽しみに/ 



MsITj 
昔よ<、uおままごと〃をし 

ませんでしだか〒えつ、し 
てないつて9じゃあ、それ 
はまあ、こつちに置いておい 

て……〇 
\は一い。このコーナーもつ 
いに最終回をむかえてしまい 

ましだ。読んでくれだ人はどうもあり 
がとラ。ラララ。いよしノよ今月は、ソ 
フトができあがつてから……、とい〇 
ことについての講義です。ソフトがで 
きあがつだからつて、それで終わつだ 
わけじやないんだね。まだやることは、 
いろし\ろ残つてし\るのです。 
とゆ一わけで、さつきの話にもどし 

て……〇子供のころ、、、お店やさんごつ 

こ"みだいなことは、しませんでした、 
か〒花をだ<さん摘んできて、花屋 
さんとか、八百屋さんだとか……。な 
んでこんなことを言ろのかといラと、 
同人ソフトを作るつてい〇のも、これ 
に似てるんじやないかな9と思ラから 
なんですね。wソフトハウスごつこ"み 
たいな……。自分芒ちで製品を企画製 
作して、生薩•/1ッケージング、そし 
て流通•販売と、実際のソフトハウス 
経営のよラなことが全部できてしま〇 
んですから魅力ですよね。 
まあ、それが良い悪いつてい〇んじ 

やな<て、同人ソフト作つてる人たち 
は、そラいラことが好きな人が多いの 
かなつて思つたとし\ラお話。 

、今回の話は生産•流通• 

販売とい5ことについてな 

んだね。 

ソフトができた後にすること……と 

いうのも結構あります。まず、マニュ 

アル、説明書などを作る0そしてソフ 

卜の入ったデイスクをコピーして生産。 

ラベルをはったり、エンベロープ（デ 

イスクの袋ね）に入れたりします。そ 

うしたものを最後にパッケージに詰め 

て、製品が1つ出来上がるわけですね。 

初めてこれをやる場合は、なかなか 

思うようにできないことも多いんじゃ 

ないかな。でも、苦労する分、楽しさ 

もあると思5けど。 

じゃあ、さっそくこの作業を始めて 

みよ3丨と思5前に、肝心のソフト 
のほうのチェックは万全かど3かも確 

かめましょ3。余裕があるときは、た 
っぶりチェックしておいたほろがバグ 

や欠陥も減らすことができて、より完 

成度の高いものができること請け合い 

ですよ。 
マニュアルを作る際にも、いろんな 

ことを決めなくちゃいけません。ベら 

っとした1枚のコピーで済ますとか、 

32ページの豪華設定資料付マニュアル 

にしよ5とか、ピンからキリまであり 

ますが、多くの同人ソフトサークルで 

は、コピー丨枚か、コピーをつなぎ合' 

わせて本のようにして作っているよう 

です0マニュアルなし、なんてところ 

もありましたが、最低限の連絡先ぐら 

いは、わかるようにしておかないと、 
''売ってドロン〃って感じがしてよく 

^CKン/しし 

B 

ないのではないかな。それに感想のお 

手紙なんかが来なくなるのも寂しいし 

ね。連絡先がわからないばっかりにテ 

クポリに載せられなかったソフトもあ 

るよ3だし。 
れが決まったら、次はいよ 

いよ生産だ。ここで決めな 

ぎやならないのが、生産量。 

つまり、同人ソフトをいくつ生産する 

かということだね。これは、なかなか 

難しい問題なのです。たくさん作って 

おけば、買ろ人が多くやってきても売 

ることができて、利益も多くなっちや 

う。そのかわり、売れ残ったりすると、 

むなしくなったり、生産するのに要し 

たお金の分が戻ってこなかったりしま 

す。だけど、なるべくなら多くの人の 

手に渡ってほし 

いと思ろもの。 

こんな、経営者の苦悩を味わ3ことも 
同人ソフトの楽しみなのかもしれませ 

んね。 

でも、実際のところの生産置とい3 

のは、そんなに多くありません。統計 

をとったわけではないので、詳しくは 

わかりませんがコミケの場合、50〜100 

枚ぐらしヽが普通ではないでしようか。 

買ろ人たちは、その場でソフトの内容 

を見ることがほとんどで杏ないので、 

どうしても本に載っていたり、パッケ 

ージの見た目がよかったり、画面写真 

の絵がかわいかったりしたものを選ん 

でしまいます。ですから、初参加でイ 

キナリ大量生産をして、売りつくそ 

5 !とい5考えも、考えものだ（丨） 

といろわけです。 

そのへんを考えて、生産置を決定し 
てパックアップ開始丨となるんだけど、 
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■バックアップ•ツールのフ□グラム纏af譽 

10 CLEAR ，&HBFFF:WIDTH 40,25:CONSOLE 0，2 
5，0，1:I=&HC000:WHILE A$く〉”！！”： READ A$:PO 
KE I，VAL(”&HW+A$):1=1+1:WEND 
20 DEF USR=&HC000:A=USR(0):DEF USR1=&HC0 
03:DEF USR2=&HC006:COLOR 5 
30 CLS:C=C+1:LOCATE 10，5:PRINT Cw?イヌノコt 
0_” ス，：Z =1:X=11:LOCATE X，9: PRINT” Re turn 
ヲオシテネ♦”：WHILE INP(1)<>127:WEND:A=USR1( 

0) 

40 LOCATE X，9:PRINT” COPY ”；：X=X+Z:IF X= 
0 OR X=34 THEN Z=-Z 
50 IF USR2C0) THEN 40 ELSE 30 
1000 DATA C3，09，C0，C3,2B，C0，C3,37，C0，3E, 
0C»CD»4F,C0»21，00 

1010 DATA 58，CD，46，C0，21，013，02，CD，46，C0， 
21，80，C0，01,00，02 

1020 DATA 7E，CD，55，C0，23，0B，78，B1,20，F6， 
C9,3E，0D，CD，4F，C0 
1030 DATA 21，00，58，CD，46，C0，C9,3E，0F，D3， 
FF，DB，FE，E6，0.2,3E 
1040 DATA 01,28，01，AF,77，C9,7C，CD，55，C0， 
7D，CD，55，C0，C9，F5 
1050 DATA 3E，0F，D3，FF，3E，F5，DB，FE，E6，02, 
28，FA，3E，0E，D3，FF 
1060 DATA FI，D3，FD，3E，09,D3，FF,DB，FE，E6， 
04,28，FA，3E，08，D3 
1070 DATA FF，DB，FE，E6，04,20，FA，C9，00，00， 
FF，FF，FF,FF，FF，FF 
1080 DATA C3，07,58，00，0I3，00,00，AF，32,05» 
58，CD,C4,58，CD，86 
1090 DATA 58，CD，IF,58,3A，05,58,3C,FE，50， 
20，EC，C3，C1，00，3E 

1100 DATA 4D，E7,3A，03,58，F6,6I1,E7,3E，01， 
E7,3E，10，E7,3E,21 
1110 DATA E7,3E，FF,E7，0E,01,06,10，3A，06, 
58，E7,3A，04,58，E7 
1120 DATA 79，E7,3E，01，E7，0C，10，F0，CD，0A, 
59,3E，45，E7,3A，03 
1130 DATA 58，F6，01，E7,3A，136,58，E7,3A，04， 
58，E7,3E，01，E7,3E 
1140 DATA 01，E7,3E，10，E7,3E，21,E7,3E,FF, 
E7,21，00，4>0，01 * 00 

1150 DATA 10，DB，FA，EE，80，E6，C0，20，F8,7E， 
23，D3，FB，0B，78，B1 
1160 DATA 20，EF，CD，0A，59,C9,3E，46，E7,3A， 
03,58，E7,3A，06,58 
1170 DATA E7,3A，04,58，E7,3E，01，E7,3E,01， 
E7,3E，10，E7,3E,21 
1180 DATA E7,3E，FF, E7，01 ,00,10,21,00,4*0, 
FB，76，DB，FA，E6,20 
1190 DATA 28，F8，DB，FB，77,23,0B,78，B1，20， 
EF，DB，F8，FB，76，F3 
1200 DATA CD，0A，59，C9,3A，05,58，CB，3F,32， 
06,58,3A，05,58，E6 
1210 DATA 01，32，04,58,87,87,32，03,58,3E， 
0F，E7,3A，03,58，CD 
1220 DATA EE，58,3E，0F，E7,3A，03,58，F6，01, 
CD，EE，58，C9，E7,3A 
1230 DATA 06,58，E7，FB,76,F3,3E，08，E7，CD, 
00,591CD,00,59,C9 
1240 DATA DB，FA，2F,E6，C0,20，F9，DB，FB，C9, 
06，07，CD，00，59,10 
1250 DATA FB,C9,！！ 

使い方 
このI」ストを打ち込み、実行すると、 
何枚目のディスクコピーかが画面に表 
示されます。そこでドライブ1に元に 

なるディスクを、ドライブ2に生ディ 
スクを入れて〔RETURN〕でピキピキ 
とノ \'ツクアップが始まります。 

※このブ□グラムは、N88 DISK巳ASIC上で動作します。 

これが思いのほか、時間がかかるので 

す。PC-98や、X68000などは2H□の 
ディスクを使5ので1枚生産するのに 

けっこ3時間がかかってしまいます。 

PC-88などの2□でも1分程度はかか 
ってしまいます。 

そんなわけで、今月の目玉プログラ 

厶は、あると便利なバックアップ•ツ 

ールのプログラム"（PC-88シリーズ 

用）です。同人ソフトの生産のときや、 

データディスクをパックアップしたい、 
などというときに力を発揮してくれる、 

ちよっとスピードが速いディスク•バ 

.ックアップのプログラムだよ（カタカ 

ナばっかりだね）よかったら、打ち込 

んで使ってみてください。 S31つ、経営者を悩ますこ 

とがあります。それが値段。 

これも、高いと買ってもら 
えなかったり怒られたりするし、逆に 

安いと損をしたり軽く見られたりする 

ので、思案のしどころです。 

もともと、ソフトを作る手間ってい 

ろのは目に見えないから、値段を付け 

るのが難しいんだ。ディスクやマニュ 

アルにかかる費用は、たいしてかから 

ないので、安易に作れば1枚100円くら 

いで製品がでぎますしね。だから、価 

格の決めかたはも5良心と価値観の問 

題になってしまいます。まあ、とにか 

く1000円台になるかど5かで、高い安 
いがわかれるよろな気がするんだけど 

……そのへんを考えて悩んでみましよ 

う0 

だけど、念のために言っておくけど、 

同人ソフトの目的っていうのは別にこ 

んな、値段のことをどaこa悩んだり 

利益のことを気にしたりすることじゃ 

なくて、もっと別の楽しさのためのも 

のだと思aよ。 Sあ、あとは山ほどの製品を 

抱えて、コミケやパソケッ 

卜などの即売会に繰り出す 

だけだ//といろわけで、即売会に製 

品を持っていって売るとぎのお話を少 

し。 
やはり、お店ですから、品物をうま 

くデイスプレイしないといけませんよ 

ね。製品名と機種名、そして値段など 

を見やすく書くのはもちろん、画面写 
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mDTj 
真などで、ソフトの内容をわかるよろレビ番組に詳しくないのと似たよろなヨーロッパまで遊びに行ってくるから 

にしておくとしヽしヽんじやなしヽかな。 ことが即売会にはあるみたしヽ。と私はね。ふあ〜ふあ^?」—ぬあに7こ 

ただ、判断する材料が画面写真や宣感じて吉ましたが、みなさんは、どろのコピーしたふあ〜ふあゲームの山は 

伝文句だけになってしまって、見た目 なんでしょろか……? ど*3するんだ。お〜い！（おにおん） 

の良いソフトが多く売れてしま5とい そんなわけで、半年 

うのは、ちょっと困ったことかもしれ 間続いたこの連載もい 

ません。 よいよ最終回ですね。 

また、サークルとして参加すると、 いろいろな話やサブ 

売り子をしなくてはならないので、他 ルーチンなど、偉そ3 

のサークルが出している同人ソフトを に載せてきましたが、 

買いにまわることができなくなってし それが正しいやり方だ 

まう、という話もよく耳にします。と思わないで、自分の 

売会では、開場とともに買い手の人達 わかりやすいやり方を 

が、われ先にとブクブク入ってくるの 使うよ5にすると、さ 

で、まず開場直後は混雑します。売り らに進歩するんじやな 

手の人が、ホッと一息ついたころには いでしょろか7 

売り切れているソフトも多いわけです。 ん、なんだこの紙き 

テレビに出演しているタレントは、テ れは7 「ちょっと、 
★貪★★★貪禽★禽禽★★★★★★★★★★★★★つ 

ヤーレ、ヤレ終わったなあ〜。最初 だけどね。でも、そういう仲間さえい さて、ここでちょっとこの講座の裏 

は本当に私なんかに作れるのかな？っ れば、ひとりじやなんにもできない私 話をナイショで教えちやいます。 

て不安だったけど、なんとかゲームに でも、ひとつのゲームの誕生に立ちあ まずイラストやゲームのグラフイツ 

クを担当してくれたYAJ師匠のこと。 

私が毎回、「今月はコレコレこういうイ 

ラストを描いてね0」とお願いすると、 
たいていゼンッゼン関係ないイラスト 

も何点か描いてくれます。いいイラス 
卜なんだけど、今までは泣く泣くボッ 

にしてきたので、そういうのはソフト 
のマニュアルとかに使うつもりです。 

おにおんさんも、いろいろのプログ 

ラムを教えてくれるだけじゃなくて、 

(私は）頼みもしないのにマシン語の 

ソースリストに解説を付けて、オマケ 

にそれを送ってあげるなどというコト 
をやってくれました。う〜む。 

で、思ったのは、こういうふうにゃ寄 

り道〃ができる人って、同人ソフト作 
りに向いているんだろ〜なぁ、という 

こと。ゲームの本筋はもちろん大切た 

けど、なんの得にもならないところに、 

オモシロイものがポコッと入っている 

のって同人ソフトならではだよね。 

さて、今月でこの講座は終わりです 

が、連載されたプログラムの移植版や 
質問などは引き続き編集部にどうぞ。 

私は、これを機会に同人ソフトをま 
めにチヱックするから、ますますオモ 

シロイのを作ってね。（ふあ〜ふあ） 

※なお都合によりこのコーナーのご質問は、住所•氏名•電話番号を明記しだハガキで「Do-Jinフアン女子大生といつし 
よに同人ソフトを作つちやお/ 係」まで、お問い合わせください。あて先はf?83#照。 87 



THE RETURN OF , 
一 

OOPS!ウイザードリイ 
TECHN0P0LIS, TAVERN 毎日寒い日が続くけど、元気で冒険してるかな7 迷宮の 

中で寒さがこたえるときは、MAGEにHALIT〇をかけて 

もらいましよう。うん7 この丁AVE闩Nも少し寒い？ 

じや、TIKIがMAHALIT◦を唱えてあげましよう。あ、| 

ゴメン。間違ってMADALT◦かけちやった！ （TIKI) 

E RETUR 

Wizardryの人気はとどまるとこ 

ろを知らず、ハ。ソコンだけじやなく 

って、小説、マンガ、テーブルトー 

クRPGにもなってるんだよね。 

TIKIも、小_を言壳みまし 

たが、これがなかなかおもしろかっ 

たんだ。TIKIも書いてみたくなっ 

たけど、原稿用紙をみたたTtです坐折 

してしまったの……ううむ。（TIKI) 

モンスター召喚のコツ 

#4で、ペンタブラムでモンスターを召喚 
するとき、〔s〕を押してSTATUSを見な 
が5だと何匹、どのモンスターを召喚させだ 
かわかつて便利。納得のい<数がでるまでや 
りなおそう。（東京都/ MY △- NoRi) 
*さつそ<#4のネタ、ありがとう丨MY△- 
NoRiクンは、B 4 Fでつまつて苦しんでい 
るみだい。このタパーンで最初に#4のエン 
ディングを見るのは、だれかな？（TIKI) 

〇 (新潟県/珀沢優クン)* 
たね。MURAMASAは' あきらめないで探し求め 

れば、絶対みつかるから、めげずにがんばろラね 

0 (埼玉県/蟬時雨クン)*イラストが上手ね 
K—は絵が描けないからうらやましいな。_-I 

はやくファミコンの#2がやりたいなあ 

〇 (福岡県/とむクン)*これまた悲惨なお八ガキ。 
こればつかりはど一つしようもないよね。ディスクは幼 

児の手の届かないところに保管しましよ*つ 



1. ワードナの名前の由来を知つている 
2. トレボーの名前の由来を知つている 
3. MURAMASA巳U\DE 丨か、GARB 
OF LORDSを持つている 
4. MURPHVSGHOSTを何度も倒しだ 
ことがある 

权％ヮれせmirボルタックの謎？誦 
〇 *そうだよね、どう 

質，Z く*Uのでk从？ 驼してボルタック商店 

では死の指輪なんて 
モンを25万GPとい 

I ろ高値で買って<れ 
^ るのかしら？何か 
gの悪だくみがぁるの 
T か……。このギモン 
K に対する回答をみん 

>なで考えてみない？ 
(TIKI) 

あなたのウイザードリイ度チェック1 

(細》<ヮ<1、15 ) 

5. GREATER DEMONを増殖したこと 
がある 
6. プレインブ7ニユアル等を持っている 
7. OOPS !ウィザード1Jィを読んだこ 
とがある 
8. 敵のNINJA、FLACK、HATAMO 
TOは嫌いだ 
9. TEMPUE OF CANT で LOST しだ 
ことがある 
10. ワードナと遭っだことがある 
回答編 
0——ウソつけ、Q 7はどろなんだ 
1〜4——あなだは初心者かもしれない 
5〜7——ほぼフトモなプレイヤーだ 
8〜9一一ここまできたらたいしたもんだ 
10——あなだはもう、りっぱなウィザード1」 
ィフレイや一だ 
*ちなみにTIKIは7点でした。ワードナ&卜 
レボーの名前の由来ってなに？（TIKI) 

*イ乍者のANDREWさんとROBERTさん 
の名前をさかさまにしたんだよ。（HIDE) 

汽TAVERNでは次のようなお客さまを飲 
迎します。（TAVERNとは居酒屋のこと。来 
店は郵便に限らせてぃただきます)。 
*ウィザードリィに関するいろいろな新発見 

#1から# 4までを通して、キヤラクターや 
▽ツプに関するいろんな新発見、独自に編み 
出しだちよつとEVIしなワザなど、ブレイや 
一に役立つ禰報、やつてみるとおもしろいこ 
となどを藝集します（だだしこれまでのテク 
ノボ1 Jスや他の雑誌などで公開されてし\る情 
報はのぞく)。シナリオナンパー（#1〜#4) 

と機種名を明記して投稿してください0 

また、当TAVERNは以下のような常設コ 
ーナーを設けています。 
*細からMATU ! 
必勝法とかウラ技とい〇ほどではないけれ 
ど、ブレイや一が知つてし、ると便利だと思う 

こと。ウイザード|Jイの世界の先單冒険者た 
ち、後に続く後肇に教えてあげてください。 
* みんな*CIDENTIFY 
ウイザードリイの世界でときどき起こる不 

思議なことがらを研究して、みんなに報告し 
て<ださい。まだ、よ<わからないことにつ 
し'ての質問も受け付けます。誌上に掲載して 
み/vなで研究しまレよ"5。 
*ちょっとCAMP 
その他、ウイザードリイにつし、てのし、ろん 

なおちしろネタち募集します。ブレイや一が 
フムフ乙と納得し芝り大爆笑するよ*5にウケ 
をねらつてくださし 
*A SIGN ON DOOR 
ウイザードリイについてのイラストを募集 

します。絵のろまさよ0、ウイザードリイに 

ついてのイレコミ具合を掲載の基準にします。 
ホ 幸 本 

あて先：〒105東京都港区新橋4一 10 — 7 

TIMテクノポリス編集部 
00PS!ウイザードリイ係 
新発見コーナーの採用分については、規定 

の謝礼をお送りします。各常設コーナ_につ 

いては謝礼をお送り 

することはできませ 

んが、お名前（ペン 

ネームを希望する場 

合そのことを明記し 

てください）を誌上 

に掲載して、みんな 

でその栄誉をたたえ 

ることにしましよう《 

ではよろしく。 

新呪文、、MAGFD " !? 1 
ぼ<は、MZ-2500でPLAYしています。 

突然ですが、PLAY中おかしなことがあウま 
しだ。戦闘中、呪文をMAGFDとうち1J夕 
ーンすると「あなたはその呪文を知らない」 
と表示がでだんです。普通間違って打ち込む 
と何事もなかったかのように再度コマンドを 
要求して<るのに。まさか、MAGFDとい 
ろ呪文が存在するのでは……? 
しかし、ぼくは「MAGFD」の正体をつ 

かみましだ。なんとタヌキでしだ丨違ラっ 
て……「MAD I」だったのです。PRIEST 
のレベルをあげてCAMP中、「MAGFD」 
と打ち込むと、なんと「誰にかけますか？」 

との表示丨まるで、GARB of LORDS 
を見つけだときのよろな気分になつだのでし 
た。そして、ゆつ<りとキーを押すと、キヤ 
ラクターが全快！とい〇わけです。ちなみ 
に、戦闘中「MAGFD」と打ち、リターン 
すると、ウインドウには「MAPI」と表示 
されましだ。（兵庫県/上野修司クン） 
*レポートご<ろうさま。タイプミスしだの 
に魔法がかかるとびつ<りするよね。これは、 
ほかの機種ではど*5なのかな7 (TIKI) 

*え一、ウィザード1」ィの呪文は、省略が可 
能なことがわりと一般に知られています。だ 
とえばKATIN〇は「KA jだけの入力でか 
けることができます。でもこ一ゆ一知識つて 

人に聞いちやうより自分で発見するほうがぜ 
ったいにエラいし、うれしいはず。（HIDE) 

地ドでIFでLOST! | 
今から半年前、オレのキャラクタ、L-27 • 

E-FIG (HUMAN)の「ガンマ」は、•#1 
の地下1Fで、TEUEP〇RTERのワナに 
はまっだ。と、突然、ガンフは地下11FにmR 
Pし、し〇STしだ。こんなことって、あるの 
だろ〜か9 (大阪府/MAD.Tクン) 
*ええええ、こ、こわい丨いきなり1Fで 
TELEPORTER IZU^^DttDZs LOST 
しちやうことって、あるのっ。び<び<。 
TELEPORTERについての話もっと聞きた 
いな。（TIKI) 

Acg O (埼玉県/永堀喜和 
だン〇クン)*ウッドヘッド 

rnwはさんもテクノポリスを 
+t5ない読んでるんだよ一 

〇 (愛知県/伊籐良昭 
クン)*テクノポリス 

が楽しいつて' ウッド 
ヘッドさんも言つてる 

ウッドへッド氏の色紙が当たった幸せ者 

〇 (栃木県/広田義広 
クン)*「ウイザ—ド 

リイ」の字もウッドへ 
ッドさんが書いたのよ 



ハ N し，v— U ノ，IVU，// • V—〇 

卜機で『大戦略II』 

いという願いが、 

かなったソフト。 
ット.ユーザーた 

てもうれしい1本 

〇 F —15やM—1 

のアメリカから自 

『ただひたすら戦う！ j)「シ で、多国間で戦える/ 8ビ 
ミユレーシヨンの楽しさを ツトで最高のSLG」「国に 
教えて<れた』「兵器が豊富 よって生産タイプが違ろj 
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いかにウイザードリイ 

びいきのテクポリといえ、 

「とにか<のめりこむJ 
「アイテム鑑定のスI」 

，胤い!けどおもし 

發•綱 

こ〜んなに古いゲームか、 

BEST10に入ってしま 

うところスゴい（ちな 

みに昨年度は第2位）！ 

ろい/広大な□マン/白 
黒、音無し、長いアクセス、 
とにか < 最高のRPG』^ 

Er 
_アスキー_ 

ウィザードリィはもは 

や！誰もが知っているは 
ずの常識といえるのでは 

なかろうか。まだプレイ 
したことのないキミ、キ 

ミは非常識だ.グ 

#雜 
.^ 

プレゼント当選者発表 
さてさて、読者のみなさま〇だ< 

;さんのお八ガキどラもありがとろござ 
ぶいました。おかげ様で、今回も無事に 
^ BEST50の発表をすることができま 

した（集計は大変でしたけど)。 
0 そりではつ（急に□調が変わつて)、 
胃おまちかねのフレゼントの当選者発表 

といつてみよ〜つ/ 

ますは2万円分の希望ゲームソフト 
が当たつだのは、 

鑤•近藤英樹（神奈川県） 
^ •島野英樹（岐阜県） 
• •瀬川真志（広島県） 
^以上3名様（順不同、敬称略)。 
/ 次に、もラおなじみのテクボU特製 
:;ピクチヤーディスク（矢野健太郎先生 
_画* 5インチ2D)は、 
!§> •海沼竜（愛知県） 
泠•水野芳宏（北海道） 
^ •西家和仁（静岡県） 
貧•宮田純次（兵庫県） 

、•田中和宏（滋賀県） 
へ、•南部雅徳（大阪府） 
3籲佐藤因丘（山□県） 

•岩崎公慈（東京都） 
•関山忠夫（栃木県） 
•田中良治（埼玉県） 
❿平野圭二（東京都） ^ 

•池田太郎（京都府） ^ 

•松村誠（群馬県） €i 
•池谷泶作（静岡県） 
•松嶋信男（茨城県） 
書谷□誠（宮崎県） 
•上井宏之（広島県） 
•川田光浩（栃木県） 
•幸田文夫（徳島県） 
•披留政浩（神奈川県） €ミ 
以上20名様（順不同、敬称略）に当だ 
りましだ/おめでと〜つ// 

ところで、ピチクヤーディスクが当 
たつだけど5インチ2 Dなんか使わな 
いよ〜つて人も中にはいると思ろ。でを 
も当だつちやつだんだからしようがな 
ぃよね。ァハッ/ # 
といラわけで当選者発表でした。お 

ハガキを送つて<れだ人はみんな、こ 
れからもテクノポリスをよろし< お願 
いしま〜ふ/ A 

翁®#嚷#•赍 •憋# 您#您癒# 

『マスターオブモンスタ 

ーズ』といえば、それぞ 

れのマスターを操って、 

モンスターを召還してい 

き、敵マスターを倒すと 
いつンミユレーンヨン。 

『キャラクタが成長する とてちよかつた/キャン 
のが〇れしい！』『手ごろ ペーンモードは最高』『キ 
な戦略ゲーム」「大魔法が ヤラが大き < 動きが速い』 

Ey 
_システムソフト 

今までの『大戦略』のよ 

うな本格シミュレーショ 

ン要素に、魔法などの今 

流行のフアンタジーを掛 
け合わせたのが大きな魅 

力だろう。 

蠔參繆馨蠡搴參參_翁###參#_鬱參參參#_參_馨參參馨參罄馨參參翁#春參馨參鬱參參參鲁 

テープルゼスポー •ソゲーム大集金 中Sc4 

~麻雀\羅\将棋\トランブ\チェス\パズル\野球Vヒリヤ—ドet>c 
から大人まで、誰でもカンタンに1ベ/^•どのソフトが一畫い!?アソコン杯聾% 
纏s/\°7nンブが穴墜□/ _人気f昇^?:7 |_隱ソフト夫{笑卜一Kスント•!>とsfr 4るバソコンゲ—4か大蹇□/_人気1昇 

參中の『テト,Jス』をはじめ、話題の『だんば』- 

9 fわんぶら薩ru&g派3』など、70本以， 

\王捋上のオモシロゲ—ムソフトを！®S天解析/ 

先に1/ゲ—厶で占/つ，¥口_ぺナン? 

1トレ|ス__爆発/ちょっと気になるァ 

-ダルトテ—ブルゲ人ほか内の霊号© 

^ /ぺ国円 にソ円 
IJIff ノれ全00冊人80 

SB 中 E/i;1 
變QHI7Pと子各XI卜/中 t ^ F1ihr< dフ号売 

^?1B0発ifflj^続AVSI 
有S 9? in最ェで.^同の好 F 6占庫ジ中ナの初大 

T子 虫文口売刃行上J 
iipjiP 一〇 $クプ発#流史合 

一戶苗1:ス％，でJ大た集 
1 e疋ィン店Iでめ大 

2男」£舌帛fとt 

___慕富|680i 
弓窀ffil?けけ 

定話： の 



人気ゲーム•♦••♦•♦♦♦♦命♦轉♦•♦•鱗 

BEST50一覧表 

*1MSX版ほマイク□キヤビンです*2すべての号の総合計にしましだ 

1イースn 9963日本ファルコム— 
2ソーサリアン 5488日本ファル]ム 
3 $ストづVレフゲドン 3275フレイン•グレイ 
4ハイドライド3 2063 T&Eソフト 
5三国志_ 1688 m 
6イース 1538日本ファルコム 
7とバー大戦略 1313システムソフト*1 
8戦国ソーサリアン 950日本ファルコム 
9マスターオフモンスタース 937システムソフト*1 
10ウィザードリィ 875 m 
11信長の_•全国版 825 m 
12ドラゴンスピリット 713電波新聞社 
13カォスエンジェルス 688アス+- 
14 7イト•アンド9ジック 638スタークラフト 
15アンジェラス 625エニックス 
16めぞん一刻•完結1 600マイク□キヤビン 
17蓳き狼と白き化鹿•ジンギスカン 575 m 
18 □ードス島戦記 563ハミングバードソフト 
19ジーザス 550 IZ、ゾ7ス 
20サイオフb-ド 525 TSEソフト 
21今夜も朝まで/Dフルまあじゃん 451デービーソフト 
22ティル•ナ•ノーヴ 437システムソフト 
23大戦略II 423システムソフト 
24 Mr. 7□野球 405クリスタルソフト 
25シルバー•ゴースト 385異ソフトウェアエ房 
26スナッチヤー 379コナミ 
27アークス 353ウルフ.チーム 
28 XZR 312日本テレネット 
29きまぐれオレンジ☆□ード 311フイク□キヤビン 
30信長®釀 299 m 
31THETC®®!^ナントレース 275コナミ 
32リッフスティック•アドベンチヤー 271フェアリーテール 
33サバッシユ 262 
34細色の遺言 237リバーヒルソフト 
35ティスクステーシヨン*2 229コンパイル 
36ウィザードリィ#3 201アスキー 
37ぎゆわんふちあ自己中臟 185ゲームアーツ 
38スターク;レ-ザー 179アルシスソフトウェア 
39スへースy\uアー 175 
40グラディウス2 171コナミ 
41*GAしWARSきゃびきゃびるん 169テクノポUスソニ 
r mmm 1fi9 mm& " 

水龍士 ,D^ソフト屋しゃんi; 
44サンダーフォースII 157テクノソフト 
45 ノ汇Iティウス 152コナミ 
46ピラミッドソーサリアン 146日本ファルコム 
47臟職 1417bイン•グレイ 

ウイングフンSoecial izックス 
48 F—1スピリット 137コナミ 

麻雀狂時代Special ▽イク□ネット 

171コナミ 
169テクノポリスソフト 

,0^ソフト屋しやんば5 
157 79ノソフト 
152コナミ 
146日本フアルコム 
J417bイン•グレイ 

IZツクス 
137コナミ 

マイクロネット 

7800 
9800 
7800 
7800 

1480014800 

■KSSHI 
KmKMn 

7800 7800 7800 
9800 9800 
7800 7800 7800 

7800 
148001480014800 
7800 7800 7800 

3800 f 3800 

9800 1 9800 
ffTTr邏籠遽 f ilBU 

■■■■■国 

6800 6800 6800 
9500 9500 9500 
9800 9800 9800 9800 

9800 

8800 
8800 8800 8800 
7800 7800 7800 
6800 6800 6800 

I^;ni 6800 f 6800 

9800 19800 

9800 9800 9800 
6800 6800 6800 

7800 7800 
7800 
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XIシU—ズ | FM-7 77シU—ズ |MSX 

一 

5D 
7800 
9800 

7800 
7800 

14800 I ] 480014800 
7800 7800 

m 
m 
8800 

9800 9800 
9800 

980019800 

980019800 

I 7800 

MSX2 2+ 

7800 7800 
7800 7800 

14800 128001480012800 
7800 f 7800 7800 
_8800_ 

6800 
9800 980012800 
9800 9800 9800 8800 9800 

9800 9800 
8200 

7800 7800 7800 
9800 9800 9800 9800 9800 

9800 9800 
6800 6800 
f7800 
17800 _ 

9800 
6800 6800 

8800 
7800 

6800 7800 
5800 

9800 9800 
1800 

9800 
6800 6800 

総評 
今年はRPGとシミュレーションの人気 
が高かつたベスト50でした。ワン•ツー• 

フィニッシュで1、 2位を獲得しだ日本フ 
アルコムのRPGの人気もあいかわらすで、 
特に『イースII』はダントツ1位/これ 
は昨年の『イース』の場合とまつた<同じ 

で、このシリーズの人気のすごさを表して 
いるといえるでしよろ。 
そんな中で、『ラスト•ハルマゲドン』の 

3位は大健闘でした。まだX68000専用のゲ 
ームが、昨年以上に50位内に入つているこ 
と（特に『ドラゴンスビUット』の12位） 
も、今年目立つだことです。1機種だけの 
票と考えると、X68000ユーザーのノ彳ワーを 
感じますね。 
全体としては、いつもより票がまとまつ 
ている感じのベスト50でしだ。 

93 



くグ/2ッキーミ 
衬IE别も 
喻成Ifいい 

ウイザードリイIV 
-破れ傘RUN魔物狩り- 
2月13日にブし《ムトが欲しい 



誦teiiiび戀多 的 ：^: 

さて今月の改造法苦楽部は、『イースII』をはじめとした改 
造法4本を紹介しちゃおろ。とくに最近の改造法の投稿は 
レベルが高く、特殊なフォーマットを使用したゲームをマ 
シン語で書き換えてしまうということを行ってる。その結 
果、今まで改造が難しかったアクションを始め、ロールプ 
レイングをか〜んたんに改造が出来るよろになったんだ。 
よかった、よかった。 

この記事は読者からの投稿を編集部 
にあるソフトで動作確認したものを 
中心に構成されています。メーカー 
によってはいくつかのバージヨンの 

ソフトを出しており、掲載の方法でタメな場合もあり 
ます。また、この記事の文責はすべて編集部にあり、 

メーカーとは直接関係ありません。したがって、この 
記事に関する問い合わせは本誌の目次に記載されてい 
る方法•時間で、編集部あてにお願いします。なお、 
掲載の改造法は個人で楽しむためのものです。またプ 
ログラムを個人的な使用以外の目的で複製することは 
禁じられています。 

for XIturbo (5インチ2Dディスク版）■日本ファルコ乙 

青報提供* I根本賢次郎クン 
__▼111_ 

改造法でミュージック 
モードを出しちやえ 

去年のベストセラーともなった『イ 

ースII』。この『イースII』X1版に 

は、ミュージックモードが隠されてい 

たのをご存知かな？ エンディング時 

に、あるハ。スワードを入力することに 

より、ミュージックモードに入れるわ 

けだが、わざわざエンデイングに行か 

なければならない。そこで、この改造 

法を使い簡箏にミュージックモードに 

入ってしまおう。 

① turboBASIC CZ-8FB02Ver1.0(5 

インチ2Dシステム）を起動させ、間 

違いなく改造プログラムを打ち込む。 
② ドライブ0に『イースII』のプログ 
ラムディスクを入れる。 

③ RUN〔RETURN〕 

④ あとは、画面の指示に従い、ミュー 

ジックを選択するだけでいい0 

どう？ゲームを起_力しなくても、 
プログラムディスク、ゲームディスク 

A、Bに入ってるすべてのBGMか糊 

けるでしよ。 

.Ys 2 MUSIC MODE 
WIDTH 40:匚しEAR ?<HEFFFsPOKE &HFF日7,0 
PRINT nYs 2 ノフ"ロク’'ラ厶テ'' イスクラト”ライフM0二" 
INPUT "tT'vトシテクラ、' サイ",1$ 
FOR I=8<HF000 TD ?<HF06F 
READ A$: A=VAし（"W+AWsPOKE I , A:B=S+A 
NEXT I 
IF S<7929 THEN PRINT "DATA 7]'' 7チカ、'"ノテイ7ス•• s END 
CALL &HF000 
DATA F3,3E,1D,D3,00,21,00,38,11,01,00,3E,0F,CD,1A,02 
DATA 3E,1E,D3,00,00,21,34,F0,11,00,00,01,37,0O,ED,BO 
DATA 21,00,00,22,FC,日日,3E,45,32,FE,日日, 21,4E,44,22,FF 
DATA 88,C3,00,88,3E,C3,32> 37,01,21,64,ID,22,38,01,3A 
DATA 92,00,FE,53,CA,0D,01,21,34，lF,ll,O6,O0,0<b,0E,3E 
DATA 33,77,19,10,FC,32,87,IF,32,8D,IF,32,94,IF,3E,06 
DATA 32,D7,ID,3E,FF,32,76,20,C3,0D,01,00,00,00,00,00 

95 



for PC-8801mkiiSR (5インチ2Dディスク）■アルシスソフトウェア 

分"⑹邊/扁^\ 
^情報提供ア 
井上陽介クン 

(神奈JH県） 

エネルギーやお金を 
MAXにしてしま35*5 

さて、続いては、銀河を舞台とした 
アクションスペースオペラ『スターク 

ルーザー』。3 D姬里を駆使した戦闘シ 

ーンだけに、他のアクションゲームと 

違い、あっという間にゲームオーノく一 

ということも。そこで、ミサイルやエ 
ネルギーなどのパラメータを最高値に 

して敵VOIDに挑もう。 

① 普通にゲームをプレイし、どこで 
もいいので、ユーザーディスクにデー 
夕をセーブする。 

② N88 DISK BASIC(5インチ2 D 

システム）を起動し、改造プログラム 

を間違いなく打ち込む。 
③ セーブしたユーザーディスクをド 

ライブ1に入れる。 

④ RUN〔RETURN〕 

⑤ 終わったら、ゲームディスクに入 

普通にゲームを起動0 

⑧あとは、改造したユーザーディス 

クから、最初のデータをロードすれば 
OKo 

おまけにGOLDも最高値になるか 

ら、最初から、最パ?】の装備にすること 
ができるのでうれしいネ。 

100 * 「STAR CLUISERj Powerup Program by Y.Inoue 
110 CLEAR,&HBEFF:WIDTH 80，25 
120 MTS=&HBF00:STM=&HBF30:GSB=&HBF60:CHK=&HBF70:WT=&H12 
130 IF PEEK(&HBF06)<>&H40 OR PEEK(&HBF10)< >&H10 THEN GOSUB *MDATA 
140 PRINT ”’STAR CLUSER， Data Diskラ DRIVEIz イレテワ”サイ 
150 PRINT ” Hit any key 
160 A$=INPUTS(1):CALL GSB:CALL STM:RESTORE *ID 
170 POKE &HC021 »PEEK(&HC053) :POKE &HC022，PEEK (&HC054) :，3：ネルキ、- 7ン9ン 
180 READ AD$»X» Y： IF ADS = rf^#r, THEN 210 
190 D=VAL(”&H”+AD$):FOR AD=D TO D+X:POKE AD.Y:NEXT:GOTO180 
200 ♦♦ID: DATA C03D，1,255 »C108.5»99» C128,4,99 ，舞*，0，0 :，Gold/三サイ 1しルイ/カモツルイ 
210 CALL CHK:CALL MTS:POKE &HBF6B.WT:CALL GSB:POKE &HBF6B，0 
220 PRINT ”Completed•” 
230 END 
240 1 
250 ^MDATA: AD=MTS:F=0:RESTORE 科MD 
260 S=0:FOR 1=0 TO 15:READ A$:IF A$=”**w THEN 300 
270 D=VAL(”&HW+A$):POKE AD+I，D:S=S+D:NEXT I:READ A$ 
280 IF VAL(”&H”+A$)く〉S THEN PRINT HEX$(AD)；w J トコロカ★チカ、ウトオモウ”：END 
290 AD=AD+&H10:GOTO 260 
300 IF F=0 THEN F=1:AD=&HC000:GOTO 260 
310 CALL MTS:POKE MTS+6,&H40:POKE MTS+16»&H10:POKE MTS+22.0：RETURN 
320 *MD 
330 DATA 3E，0C，CD，C9,37,3E，70，CD，D2,37,3E，00,CD，D2,37,3E, 6ED : * &HBF00 
340 DATA 00，47，CD，D2,37,3E，70，4F，CD，D2,37,21，00,C0，7E，CD, 71C :， &HBF10 
350 DATA D2,37,23，0B，78，B1，20，F6，C9，00，00，00，00，00，00，00, 43F :’ &HBF20 
360 DATA 3E，0B，CD，C9,37,3E，40，CD，D2,37,3E，00，CD，D2,37,3E» 6BC :， &HBF30 
370 DATA 10,47,CD,D2,37,3E,00,4F,CD,D2,37,21,00,C0.E5»CD , 723 :， &HBF40 
380 DATA 47,38，E1，77,23，0B，78，B1，20，F4，C9，00，00，00，00，00» 50B :，&HBF50 
390 DATA 3E，0D，CD，C9,37,3E，70，CD，D2,37,3E，00，CD，D2,37，C9, 779 :， &HBF60 
400 DATA 21，00，C0，11，00，130，01，FE，0F，7E，23,83,5F，30，01，U, 3C8 :，&HBF70 
410 DATA 0B,78,B1.20»F4,73*23.72»C9»00.00»00,00,00,00»00 , 419 :* &HBF80 
420 DATA w 
430 DATA 3E，46,32,2A，70，21，DB，FB，22,55,70，3E，77,32,57,70, 5DC :， &HC000 
440 DATA 18,10，3E，4*5,32,2A，70，3E，7E，32,55,70，21，D3,FB，22，53B :，&HC010 
450 DATA 56,70，E)E，00，16，03，CD，AA，I31,3E，46，CD，A4，02，CD，0E, 537 :，&HC020 
460 DATA 04，E7,3E，01，E7,3E，01，E7,3E，01，E7,3E，03，E7,3E,05 , 5C8 :， &HC030 
470 DATA E7,3E，01，E7,3E，FF，E7,21，00，40，01，00，10，FB，76，DB, 6EF :* &HC040 
480 DATA FA，E6,20，28，09，DB，FB，77,23，0B，78，B1,20，EF，DB，F8, 8B7 :， &HC050 
490 DATA FB，76，F3，CD，63，02，C3，C1，00，00，00，130，00，00，00，00, 51A :, &HC060 
500 DATA 〇 
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for PC-8801mkiiSR (5インチ2Dディスク版) 

何者かによって奪われた儿H.を探し 

て旅をするRPG『新九！^ii。マップ 

や敵キャラなどが、前作と比べ増えて 

ますます賓隹しくなったんた'。とくに、 
I敏キャラがステージをクリアするにつ 

れ次々と強力になり、あっという間に 

ダメージを受けてしまう。そこで、H 

分を最商レベルまでI げてモンスター 
を簡単に倒してしまおう。 

① 普通にゲームをプレイし、あらか 
じめユーザーデイスタを作っておく。 

② N88 DISK BASIC(5インチ2 D 

システム）を起動し、改造プログラム 

を間違いなく打ち込む。 

ディスクを入れる。 
④ RUN〔RETURN〕 

⑤ 改造したいキャラクタの番号（0 

〜9)を入力する。 

⑧あとは、普通にゲームを起動し、 

ユーザーディスクに入れ換え、改造し 

たデータをロー ドすればよい。 
ちなみにスタートれ後、この改造法 

を使い、パワーアップした状態で王様 
と会うときは注意しよう。なぜならば、 

王様と会うと、持ち金が少なくなって 

しまうからた'。まあ、そうなったら、 

博度この改造法を次:行してくれればい 
いんだけど。 

(Dドライブ1に①てイ乍つたユーザー 

100 CLSrCLEAR ,&HBFFF 
110 DEF USR0=&HDF00:DEF USR1=&HDF28:DEF USR2=&HE000 
120 FOR AD=&HDF00 TO &HE000 STEP &H80:I=0:GOSUB 290:NEXT 
130 PRINT”1一”ーテ、、ィスクヲト免ライフ兔1こイレテク^サイ[HIT SPACE KEY]” 
140 IS = INKEYS:IF IS< >CHR$(32) THEN 140 
150 A=USR0(0) 
160 INPUT”ナンMンノテ、、-■タヲカキカエマスカ（0-9)”：IN 
170 IF IN<0 OR IN>9 THEN 160 
180 FOR 1=0 TO 9：IF &HCF-PEEK(&HC017+I*16)=IN THEN 200 ELSE NEXT 
190 BEEP:PRINT STR$(IN)+”ハ^ノ テ义一9力'":P リマセン! !r, :GOTO160 
200 C=(I ¥ 2)+1:H=I MOD 2 
210 POKE &HDF83,I+2:P0KE &HDF94，C:POKE &HDF97,H:POKE &HDF91,H*4 
220 A=USR0(0) 
230 FOR 1=0 TO 5:POKE &HC404+I，255:NEXT 
240 FOR 1=0 TO1:POKE &HC40A+I*22,255:POKE &HC4*0B+I*22，255:NEXT 
250 A=USR2(0) 
260 FOR 1=0 TO 8:READ D$，E$:POKE &HDF00+VAL(”+D$)，VAL(”&H” +ES):NEXT 
270 A=USR1(0)：A=USR0(0) 
280 PRINT”END !!”：END 
290 READ D$:IF [>$<>”*” THEN POKE AD+1 , VAL ( w&HW+ DS) : 1 = 1 + 1:GOTO 290 
300 RETURN 
310 DATA 21,80，DF，01,45，00，11，00，4I3,3E，0C，CD，41,DF，7E,CD 
320 DATA D2,37,23，0B，78，B1,20，F6,21，00，40，3E，0D,CD,C9,37 
330 DATA 7C，CD，D2,37,7D，CD，D2,37,21，00，C0，01，00，U，11，00 
340 DATA 50，3E，0B，CD,41,DF，CD，47,38,77,23，0B，78，B1,20，F6 
350 DATA C9，CD，C9,37,7A，CD，D2,37,7B，CD,D2,37,78，CD，D2,37 
360 DATA 79，CD，D2,37，C9,* 
370 DATA 0E»00,16»01,CD,AA»01,21*00,50,01,00,14»3E,46»E7 
380 DATA 3E，04*，E7,3E，00，E7,3E，01，E7,3E，01，E7,3E,03，E7,3E 
390 DATA I35，E7,3E，74，E7,3E，FF，E7，FB，76,DB，FA，E6,20，28，09 
400 DATA DB，FB，77,23，0B，78，B1,20，EF，DB，F8，06，07，CD，9A，02 
410 DATA 10，FB，C3，C1，00，* 
420 DATA 11，00，00，21，40，C2，06,80，7B，86,AD，5F，7A，AE，85,57 
430 DATA 23,10,F5,21，00，C4，01,00，04,7B，86，AD，5F,7A，AE，85 
440 DATA 57,23，0B，78，B1,20，F2，ED,53,00，C2，C9，* 
450 DATA 32，0C，36,7E，37，CD，38，D2,39,37,8E，45，B0，7E，B1，D3 
460 DATA B2，FB 
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迫り来る制限時間を止めてしまおう 
というのがこの改造法だ。 

① ブランクディスク（未使用のディ 

スタ）を1枚用意する。 
② コマンドシェル、またはビジュア 

ルシェルを起動させ、用意したブラン 

クディスクをフォーマットし、『ハウ. 

メニ•ロボット』をコピーする。 

(コピーの途中にC R Cエラーが•表示 

され止まるが、〔A〕キーを押して無 

視する） 
③ X-BASICを起動し、改造プログ 

ラムを間違いなく打ち込む。 

④ RUN〔RETURN〕 

(D改造が'終わったら、ドライブ1に 

改造したコピーのゲームディスクを入 

れ、起動させる。（この時、ドライブ〇 

にはディスタを入れておかない） 

(Dゲームが起動し、スペース待ちの 
メッセージが表示されたら、ドライブ 
〇にマスターディスクを入れる。 

⑦あとは、普通にゲームをすればい 
い0 

これなら、焦らずにプレイできるね0 

100W /♦♦♦♦♦申♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ホ*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦本*ホホホ♦ホ申本ホホ 

1010 /* * 

1020 /* ハウ•メニ•ロボット * 
1030 /* ^ 
1040 /* (タイムが減らない） ブルー 4c 
1050 /♦ 4C 
1060 /ホ♦ホホホ♦♦ホ♦ホホ♦♦♦ホホ♦ホ♦♦ホホ♦ホホ孝申♦申承ホ氺ホホホ丰申♦孝申本孝本本ホホホ 
1070 int fpos, loop 
1080 dim char ml(1)={ 
1090 aH60,&H6A) 
1100 /♦ 
1110 width 96 
1120 print "ハウ•メニ.ロボットの改造をします。" 
1130 print:print 
1140 print - ドライブ1にコビーしたディスクを入れて下さい。” 
1150 print 
1160 print ” 用意がOKなら、なにかキーを押して下さい。” 
1170 repeat 
1180 until inkey$<>*"， 
1190 fpos=fopen(”b:HMR.x”，”rw") 
1200 /* 
1210 fseek(fpos,8H9F6t0) 
1220 for loop=0 to1 
1230 fputc(ml(loop)9 fpos) 
1240 next 
1250 /♦ 
1260 fclose(fpos) 
1270 print:print 
1280 print，，改造が終わったよ。、" 
1290 end 

改造法M集 
では、ゲームプロクラ 

厶を解析してねかった改造法を_し 
ています。班溶は、櫬し、 
パラメータが®®、謙、ゲーム自体 
をよりおfeしろくする改良など何でfe 
可。ただしゲニムプログラムをコビー 
するち0^6©?ィスクを書ぎ換える 
ものは不可です0ゲームをよりおもし 
ろくする改造法をお待ちしています/ 

★応募方法★ 
①ゲーム名、機種名、媒体（ディスク 

• ROMなど、ディスクの場合は2D、 
2HDなどの別ち)、②改造法の内容、 
(できるだけ < わし <、わかりやす<)、 
③^所•氏名•年齢•職業(学年）•電 
話番号を書いて右のあて先まで。 

★応募の注意★ 
できるだけ読みやす<、わかりやす 

<お願いします。長い改造フ□グラム 
などはディスクにSAVEして送つてい 
だだ < ととても助かります〇それか0>、 

亍105 
東京都港区新橋4-10-7 
TIMテクノポリス編集部 

改造法 
苦楽部係 

1通の郵便には必す1つの改造法だけ 
書いて < ださい。 
改造法の採用分には、本誌規定の謝 

礼をお送りします。 
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CPE T ：) 

ザー7—1：プ〇タラ7_の&轉❻#作*jy 7卜□一， 

财ぐ祕ん< 

12月号で掲載したX1版の『西安』が好 

評で、移殖版がゾロゾロ送られてきた。 

見ただけでおもしろそ一なゲームだち 

んね。そこで今回は 

PC -8801と MSX2 

への移殖版を載つけ 

ちゃラそ/十分楽 

しんでちやぶだい/ 
麵圓圓圆議 

2人同時フレイのおもし3バイ取りグー厶が 
PO8801とMSX2E：移殖抓ち伸つた/ 

プログラムを打ち込も/ 
次のページに掲載したプログラムリ 

ストは、PC-8801シリーズのN88 

BASIC上で動作します。たぶんどの機 

種でも大丈夫でしょう（88乂久の¥3モ 

ードはちょつと心配)。プログラムリス 
卜がごちゃごちゃしてますが、カッコ 

の数やコロン（：）、セミコロン（；） 

の違いに気をつけて打ち込んでくださ 
い0エラーが出たら、その行ばかりで 

なくほかの行も疑いましよう。 

2人でヮーヮー楽しも/ 
あの『上海』を2人同時にリアルタ 

イムでやってしまおうというゲームだ。 

基本ルールは『上海』と同じなので説 

明の必要もないが、山積みされたパイ 

(オリジナルは麻雀パイだけど、『西 

安』ではアルファべットや記号になっ 
ている）の中から同じマークのパイを 

2つ1組にして取るというものだ。し 

かし、取りたいパイの同じ段の左右両 

隣にほかのパイがあってはダメだす。 

RUNしてスペースキーを押すと力 

ウントダウンか始まり、し^:らくして 

パイがピラミッド状に積み上げられゲ 
ームスタート。操作キーは下の画面写 

真を見ればわかるので省略しちゃお。 

取りたいパイに右向き矢印を合わせて 

キーを押すと、そのパイに下向き矢印 
がセットされるので、次にもう1つの 

パイに右向き矢印を持っていく。そし 

てもう1度キーを押せば、2つのパイ 

か、取れるというわけたもし、ノ、。イか、 

取れない状態（2つのパイが違う、同 

じ段の両隣にパイがある）のときは、 

〇取りたいパイの1個 
目を決めると、下向き 
矢印がセツトされる。 
で、もう1つのパイへ 
右向吉矢印を移動して 
2つのパイを取るのだ 

〇昍版『西安』の始ま 
り〜。パイがピラミッ 
ド状に積まれているの 
わかるかな7操作キ 
一が表示されていてあ 
0がたいなぁ 

PC-8801 : 
^ シリーズ 

はじめにセットした下向き矢印か、消え 

てしまうぞ。もう取れるパイがなくな 

ったら〔esc〕キーを押して得点によ 

る勝者判定だ。点数はパイのキャラク 
タコードの10f音。だからキャラクタに 

よって点数がだいぶ違うわけね。 

备 备 

By石井由紀夫 
2か月連纖用で 
ろれしい〜/ 

やつだ一/ 2か月連続 

の採用だ。バンサイ、テ 

クノポUスバンザ〜イ/ 

とはいうものの今回は移植版です。 

だいへんおもしろいゲームなので88 

ユーザーの人はぜひフレイしましよ 

う。この次は才Uジナルなゲームを 

がんばつて作つてみだいと思つてま 

す。 

『茜妾』 6 
t 

0f# 42 
4 

1! Ilckl 'v'^ul w 

¥ ^ 

V s 2 s 

B w Aこ K >,0: 
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■ PC-8801シリーズ用『西安』ブ□グラムリスト 

10 ON STOP 60SUB 240:STOP ON：WIDTH 40，25:CONSOLE "0，1:SCREEN 0，0:COLOR 6，0:RAND 
0MI2E VAL(RIGHT$(TIME$,2)):P0KE &HE6B6,1:DEFINT A-2：0IM C(4),Z(4),A(4,9,8)，E(8,8 
).X(13)：F0R 1=1 TO 4：READ C(I)：NEXT：DATA 3,5,7,6 
20 CLS 3.-LOCATE 16,10:PRINT ”Xけan” ；：COLOR 7:LOCATE 10，12:PRINT ”PUSH [SPACE] KE 
Yn-9 :WHILE INP (9) < >191：R=RND: WEND： LOCATE 10,12:PRINT ” >START く ”；：COLOR 1: 
FOR 1=94 TO 65 STEP -1:LOCATE 17,14•:PRINT 1-65;:FOR Q=1 TO 4 
30 Z=4.4-RND*RND(0)*3.2：IF Z(Z)=Z*Z*4 THEN 30 
40 X=RND*Z*2-Z+4.5:Y=RND*Z*2-Z+4«.5:IF A(5-Z，X，Y)=0 THEN A(5-Z,X,Y)=(I>90 AND 141 
)+I：Z(Z)=Z(Z)+1 ELSE 40 
50 NEXT QtI：CLS：FOR X=1 TO 8:F0R Y=1 TO 8:E(X*Y)=4:WHILE A(E(X，Y),X，Y)=0:E(X，Y)= 
E(X,Y)-1：WEND：LOCATE X*2，Y*2:COLOR C(E(X,Y)):PRINT CHR$(A(E(X,Y),X，Y)); 
60 LINE(X*32-2»Y*16-2)-STEP(19»10)i5,B:FOR S=1 TO E(X，Y):LINE(X*32+S*2+17，Y*16+S 
-3)-STEP(-1,11),1»B：LINE-STEP(-20,0),1:NEXT S*Y»X：X(0)=1:X(1)=8:X(2)=1：X(3)=8 
70 COLOR 4：LOCATE 20»8:PRINT "IP: 0W；:COLOR 2:LOCATE 20,10:PRINT ”2P: 0W；:COLOR 
7:LOCATE 20,12:PRINT ”HI: 0”； 
80 COLOR 4:LOCATE 22,16:PRINT ”W”；：COLOR 2：PRINT TAB(31)W8W；：COLOR 7:LOCATE 22,1 
7:PRINT CHR$(30)TAB(31)CHR$(30)；:COLOR 4：L0CATE 20,18：PRINT ”A”；：COLOR 7：PRINT C 
HR$(29)”♦”CHR$(28);:COLOR 4■:PRINT ”D”；：COLOR 2：PRINT TAB(29)； 
90 COLOR 7:PRINT CHR$(29)♦”CHR$(28);:COLOR 2：PRINT ”6”；：C0L0R 7：LOCATE 22*19：PR 
INT CHR$(31 )TAB(31 )CHR$(31)；:LOCATE 22>20：COLOR 4:PRINT WZW； -.COLOR 2: PRINT TAB(3 
1) ”2”；：C0L0R 4 .-LOCATE 20，22:PRINT ” [シフト]”；：COLOR 2：PRINT TAB (29) w [リ9つ]”； 
100 FOR 1=0 TO1：X=X(I)：Y=X(I+2)：D=X(I+4):E=X(I+6) 
110 IF 1=0 THEN X=X-((INP(2)AND 16)=0 AND X<8)+((INP(2)AND 2)=0 AND X>1)：Y=Y-((I 
NP(5)AND 4)=0 AND Y<8)+((INP(4)AND 128)=0 AND Y>1)ELSE X=X-((INP(0)AND 64)=0 AN 
D X<8)+((INP(0)AND 16)=0 AND X>1):Y=Y-((INPC0)AND 4)=0 AND Y<8)+((INP(1)AND 1)=0 

AND Y>1) 
120 IF XOX(I) OR Y< >X(I+2) THEN LOCATE X (I) *2-1,X (1+2) *2: PRINT ” ”；：X (I) =X: X (1 + 
2) =Y 
130 LOCATE X*2-1，Y*2:C0L0R 4-I*2:PRINT CHR$(28)；:IF X(I+8)=1 THEN LOCATE D*2，E*2 
-1.-PRINT CHR$(31)； 
140 IF 1=0 AND (INP(8)AND 64)>0 OR 1=1 AND (INP(I)AND 128)>0 THEN 210 
150 A=A(E(X，Y)，X，Y):B=A(E(X，Y)，X+1，Y):C=A(E(X，Y)，X-1，Y):IF A=0 THEN 210 ELSE IF 
B>0 AND C>0 THEN BEEP 1：FOR J=0 TO 500:NEXT:BEEP 0:GOTO 200 
160 IF X(I+8)=0 THEN X(1+10)=A:X(1+4)=X:X(I+6)=Y:X(1+8)=1:GOTO 210 ELSE IF X=D A 
ND Y=E THEN 210 
170 IF X(I + 10)OA THEN BEEP 1：FOR J = 0 TO 500 ： NEXT ： BEEP 0:GOTO 200 
180 X(I+12)=X(I+12)+A：G=X:H=Y:G0SUB 220:G=D:H=E:GOSUB 220:IF X=X(5-I) AND Y=X(7- 
I) OR D=X(5-I) AND E=X(7-I) THEN X(9-1)=0:LOCATE X(5-1)*2•X(7-1)*2-1:PRINT ” ”； 
190 COLOR 4-I#2:L0CATE 23，8+1*2:PRINT X(1+12)*10;:FOR J=0 TO 150:BEEP 1:BEEP 0:N 
EXT:HIS=(X(I+12)-HIS AND X(I+12)>HIS)+HIS：COLOR 7:LOCATE 23,12:PRINT HIS*10; 
200 IF X(I+8)=1 THEN X(1+8)=0:LOCATE‘D*2，E*2-1:PRINT ； 
210 NEXT:IF INP(9)=127 OR X(12)+X(13)=5898 THEN 230 ELSE 100 
220 E(G.H)=E(G*H)-1：Z=E(G,H)：A(Z+1»G,H)=0:COLOR C(Z)：LOCATE G*2，H*2:PRINT CHR$(A 
(Z，G,H));:LINE(G*32+Z*2+19,H*16+Z-2)-STEP(-1,11),0,B:LINE-STEP(-20,0)，0:IF Z=0 T 
HEN LINE(G^32-2,H»16-2)-STEPd9,10).0,B:RETURN ELSE RETURN 
230 COLOR 7：LOCATE 19,4:PRINT 1-(X(13)>=X(12))”フ。レ-ヤ-ノ 3bチ！”；：WHILE INP(9)<>191 
:WENO：RUN 
240 STOP OFF：POKE &HE6B6，0:COLOR 7：WIDTH 80：CLS 2:END 

■プ□ブラムの説明 

10初期設定/20〜40タイトル、キー 
入力待ち、パイをかきまぜ、並べる/ 

50〜60パイ表示、変数初期値設定 

ンループ開始、座標代入/110キー入 

力、座標判定/120矢印移動後の消去 

/130矢印表示/140セツトキー入力 

判定/150キャラクタコード、座標の代 
/70〜90ゲーム画面作成/100 メイ 入、取る/\°イ、左右の/Tイの判定/160 

各種変数の代入、同一の/1亇か判定/170 

同じマークの/ Tイか判定/180〜190 

パイを取つだ処理、スコア加算/200矢 
印消去/210 メインルーフ終了、ゲーム 

オーバ判定/220取つだパイの下の段 

のパイを表示/230〜240ゲームオーバ 

—、iJブレイ処理 
■変数1Jスト 

,A……矢印の指すキャラクタコード 

巳……その右のキャラクタコード 

C……その左のキャラクタコード 

D、E.セツトしだときの座標 

G、H……サプルーチン受け渡し座標 

I、〇、S.ループ 

X、丫……矢印の座標 

Z……段の高さ 

HIS……ハィスコア 
A (I, m, n)……積まれだパイ 

C (n)……段の高さによるカラー 

E (n)……見えているパイ 

X (n)……各種汎用 

Z (n)……段ぎめの乱数用 
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リスト打ち込みの注意点 
次のページに掲載したプログラムリ 

ストは、MSX2/MSX2十ならば、まず 

間違いなく動作します。 
88版と同様に、カツコの打ち間違い 

には十分注意を。それから、2行の 

〜CCCR16CCCR16CCC 〜や〜003， 

006,017,037〜なんてものの打ち間違 
いは、エラーになったり画面（キャラ 

クタ）表示がこけたりするので、これ 

また十分な注意をすること。 

\ZISX2版はちょっと違ラ 
ルールは88版と同じなのでそちら 

を参照。ところかがちょっとだけ 
違っていたりする。1プレイヤーにつ 

き、いつでも2つの矢印が表示されっ 

ぱなしの状態になっているのだ。つま 

KO F K Y S Q 

I J A W « 0 

mmmm 

OMSX2版の『西安』 
だ。矢印が大吉くて見 
やすいのはスプライド 
のおかげ。画面がちよ 
つとさみしいかな…… 

〇パイを取ってもセ 
ットした左向き矢印 
が残っちゃうのが困 
りもの。キー反応も 
良すぎるよ一 

り、1つめのパイには左科め上向き矢 

印（言いにくい！）を移動してセット 
したあと、もう1つのパイに上向き矢 

印を移動して取る、というふうになっ 

ている。勘違いしてあわてふためかな 

いように。操作は1プレイヤー側が力 
ーソルキーとスペースキーで左上にあ 

る矢印を、2プレイヤー側がジョイス 

テイック（もちろん1のほうね）で右 

下の矢印を動かす。矢印のセットやパ 

イを取るときは、スペースキー（ジョ 

イスティックのボタン）をチョンとい 

う感じで寸甲すこと。押しすぎると、矢 

印セット处理とパイが取れるかどうか 

1の判定_がつづけて行われてしまい、 

いつまでたっても2つめの矢印か動か 

せなくなってしまうぞ。それからゲー 

ムスタート時、矢印は2つとも*^さ 

れていない。キー（ジョイスティック） 

を動かして、初めて表示されるのだ。 

■プ□ブラムの説明 

1初期設定/ 2画面初期化、 

BGM設定、データ/3〜4パイを 

かき混ぜ、並べる/5効果音セツト、 

スタート表示/6ページ切り換え、 

ノ \°イの表示/ 7画面作成、ページ切 

り換え/8 メインループ開始、キー 

入力判定/9矢印移動/10ゲーム 

オーバー判定/11キー入力判定、メ 

インループ終了/12ハ°イが取れるか 

判定/13どちらの矢印か判定、パイ 

が取れるか判定/14〜15ハ°イを取つ 

だ処理、下の段の表示/16スコア加 

算、表示/17ゲームオーバ_、Uブ 
レイ処理 

byPAM 
xiのプログラムはI 
見ていません 
初めまして、PAMとい 

うものです。ポクがMS 

X2を買って初めて移植 
しだゲームが、この西安 

上海好きの人はけっこう燃える 

かもしれませんね。原作を考えたP 

〇P AR丁さんにかんしや/ 

〇キーボード対ジョイスティック。勝つのは7 

■変数1」スト 

A〜F、. I、J……ループ他、汎用 

H 段の高さ/P プレイや_ 

Z……残りのハ°イの数 

WI……勝つだプレイや一番号 

X、丫……矢印の座標 

K (m, n)……2つのパイの高さ 

M (I, m, n)……積まれたパイ 

N (m, n)……見えているパイの高さ 

S (n)……スコア 

W (n)……どちらの矢印か 

X (m, n)N y cm, n)……各矢印 

の座標/P$……PLAY文用 



置ぶみ/！^ 

■MSX2用『西安』プ□クラム1Jスト 

1 COLOR15,0,0:SCREEN5,0,0:DEFINTA-Z:CLS：DIMM(3p7,7)»N(7.7)»X(1,1),Y(1,1),K(1,1): 
0PEN”GRP:”AS#1:DEFFNA(X)=RND(1)*X:DEFFNB(X)=VAL(MID$(A$,X,1)):SETPAGE,1:CLS：FORJ 
= 0TO3:FORI = 0TOJ*2:LINE(J*16 + I/4，I/4)-(15 + J*16-I，15-I)»I+2，B:NEXTI，J:F0RF=2T012 
2 READA$：COLOR=(F»FNB(1)»FNB(2)»FNB(3)):NEXT:READAS：SETPAGE»0:FORJ=0TO15：VPOKE30 
720 + J，VAL(”&H”+MID$(A$，J*2+1»2)):NEXTJ:P$ = ”CCCR16CCCR16CCCR16CCCR16”：DATA003’ 006 
»017*037,057.077.277.577.777,730.770,FEFCF8FCFEDF8F07103070FFFF703010 
3 SETPAGE1»1：FORJ=0TO3：FORI=0TO7:FORF=0TO7:M(J,ItF)=-1:NEXTF»I»J:A=65：B=1:FORJ=0 
T03：F0RI = JT07-J:F0RF = JT07-J:M(J * I.F)=A：B = BMOD4+1:A = A-(B=1):NEXTF.I»J：R=RND(-TIME 
):FORJ=0TO80 

4 A=FNA(8):B=FNA(8):C=FNA(4):D=FNA(8):E=FNA(8)：F=FNA(4):IFM(C.A,B)1ORM(F,D.E)= 
-1THEN4ELSESWAPM(C>A»B)，M(F，D，E)-: PRESET(99，99):PRINT#1，USING”##”；80-J:NEXT 
5 S0UND7,49:PRESET(60，99):PRINT#1，”くくGAME START>>”：PLAY”T128L16S9M990”+ P$ + P$，”VI 
5051128L4E4C8D8E4F8G8A1r, 

6 SETPAGE»0：CLS:FORJ=0TO3:FORI=JTO7-J:FORF=JTO7-J:N(F»I)=J:NEXTF»I*J:FORF=0TO7:F 
ORI = 0TO7:K=N(I，F):COPY(6，0)-(K*16 + 15，15)，1 TO(1*16+32，F*16+32)，0:PRESET(1*16+3 
5，F*16 + 35)，，TPS€T:PRINT#1，CHR$(M(K，I，F)); :NEXTI,F 
7 PRESET(192,4*8):PRINT#1，”Xi，an”：FORF = 0TO7:LINE(192，4>8 + F)-(255，48 + F)，9-F,，AND:NE 
XT:FORF=0TO1:PRESET(188,60+F*32):PRINT#1，”PLAYER”；F+1:FORI=0TO1:X(FiI)=F*7：Y(F»I 
)=F*7:NEXT:S(F)=0:W(F)=0:NEXT:P=0:Z=120:SETPAGE0，0 
8 S=STICK(P):A=W(P):ST=STRIG(P)：TS=PEEK(&HFBEC)AND4：IFS=0ANDTS=4ANDST=0THEN11 
9 X(P，A)=X(P，A) + (X(P，A) >0ANDS = 7)-(X(P,AX7ANDS = 3) •• Y ( P , A) =Y (P , A) + (Y ( P , A) >0ANDS = 1) 
•(Y(P，A)く7ANDS = 5):PUTSPRITEP*2 + A，（X(P，A)*16 + 40，Y(P，A)*16+40)，P*2 + 9 + A，A 
10 IFTS=0ORZ=0THEN17 
11 IFST=0THENP=P+(P=1)^2+1:G0T08 
12 K(P，A)=N(X(P，A)，Y(P，A)):IFK(P，A)>-1 AND(X(P,A)=0ORX(P,A)=7)THEN13ELSEIFK(P,A)= 
-ITHENW(P)=0:GOTO8ELSEIF(M(K(P>A)»X(P»A)-1»Y(P»A))>-1ANDM(K(P»A)»X(PiA)+1,Y(P»A) 
)>-1)THENW(P)=0:GOTO8 
13 IFW(P)=0THENW(P)=W(P)+1:GOTO8ELSEIFM(K(P,0)，X(P，0),Y(P,0))<>M(K(P,1),X(P,1),Y 
(P，1))OR(X(P» 0)=X(P,1)ANDY(P»0)=Y(P,1))THENW(P)=0:G0T08 
14 W(P)=0:FORF=0TO1:H=N(X(P,F)»Y(PiF)):N(X(P*F)»Y(P»F))=H-1 

15 IFH-1<0THENLINE(X(P,F)*16+32,Y(P,F)*16+32)-(X(P,F)*16+47,Y(P,F)*16+47),0,BFEL 
SECOPY((H-1)*16，0)-((H-1)*16+15,15)，1 TO(X(P，F)*16+32，Y(P，F)*16+32):PRESET(X(P*F) 
*16+35，Y(P，F)*16+35)，,TPSET.: PRINT#1.CHRS(M(H-1，X(P，F),Y(P，F))) 
16 SCP)=S(P)+M(HfX(P»F)*Y(P»F)):M(HtX(P»F)»Y(P»F))=-1:Z=Z-1:PLAY”C”:NEXT：PRESET( 
200，P*32+76):PRINT#1，USING”#####0”；S(P):G0T08 
17 PUTSPRITE0,(0,216):WI=1-(S(0XS(1)):PRESET(60,99):PRINT#1,w<< GAME END >>”：PL 
AYP$ + P$,”O4A4G8F8E4F8E8O1”：PRESET(52,*M0) : PRINT#*! , PLAYER ” WI” WIN! ! ” ： FORF = 0TO1: 
F=-(PLAY(0)=0ANDSTRIG(0)):NEXT:RUN 

★投稿の際の注意事項 
その1:必ずあなたの作ったオリジナ 

ルであること。盗作、二重投稿は厳禁/ 

その2 :短いもの以外は、テープまた 

はディスクで投稿すること。 

その3 :遊び方や使い方、プログラム 

の説明と変数リスト、使用巳ASIC、 

モード、オプションなどを明記した手 

紙を付けてください。パズルやAVG、 

RPGには解答も付けてください。 

「えんじよいぶろぐらみんぐ」では、あなだの作つだ7PJジ 
ナルプ□グラムを募集しています。ゲームだけではな<、冗談 
プログラムや実用フ□ブラムなどでも、味のあるおもしろいも 
のならば〇Kです。ブ□グラムの長さなどに制限はありません 
が、短いもののほろが採用される確率は高いでしよラ。 

その4 :マシン語は極力巳ASIC内に。 
またできれば内蔵チェックサムを付け 

てください。 

その5:投稿したプログラムは返却で 

きません。必ずバックアップを手もと 

に置いてください。 

その6 :あて先には、機種名、住所. 

氏名•年齢•職業(学生は学年）•電話 

番号を忘れずに書いてください。 

★採用者への謝礼 
本誌規定の謝礼を差し上げます。 

窃它绽旧• • • • 
亍105 

東京都港区新橋4-10- 7 

TIMテクノポリス編集部 

えんじよいぶろぐらみんぐ係まで 
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みにしちやいけ 
ないよ。 

(おにおん) 

麥い争レ、うぉ。、月し事い事いの！^日乃、友)孓いうぁ，。う志う志。開発室のa外チビい抒あ，祝い- 
卜し0/孓め扣。該^のMレ/抒も、あ,祝いの〆，yも一みうういも•《»待つ1孓？/。麥レ、事いしナ、ごのHi 
-リ年下で、後藤久美孑菸リ、年上に抒リ麥巧。しpじいもr。へへへ。抒レ、しみうeい。 

〇 (神奈川県/佐藤洋儒クン)しまつ 
だ。色モノつぼい女のnの絵だ。載せ 

なきや。最近、ぺージを增やしてつて 
い〇要望が多いのでうれしいな 

〇 (神奈川_\松田弘也クン)ょ<ゎ 
か5ないが、新しいバタ—ンだなあ。 

ぺ—ジを増やして、どんなことをやつ 
てほしいかちHかせてね 

論 tel 
o(大阪府/STALKクン)「显泉麻 

雀jについてのお便'0も結構きたぞ。 
早<発売されるよラに、みんな祈つて 

いよ*つ 

〇 (岡山県/三平丸クン)自画像だそ 
ラです。「ぼVつて神たまに似てるつて 

Sわれるけど、似てますか?」つて、 
似てるよ 

.『強い薬を使つて押さえてるんだ/J 

〇 (東京都/荒縄酢卷クン)この人は 
丫人先生の大フアン5しい。•■女子大生 

といつしよに〜」のぺ—ジに載せだほ 
うがいいよろな気もするなあ 

0(兵靡累\まぃてぃクン)「かぃはっ 
Vん」は、も^1枚送られてき芒けど、 

两発員|同、大きな魅力を想じてぃた 
よ。つづきを送つてSてVれつ 

〇 (I都/仲51ゆ—あサン)これも、 〇 (i都/NEWクン)この|番右 〇 (東京都/REVALクン：>*：たま 
「4つちやお—」のぺ—ジ向Sだな。 の段のハガキは、開発■たちと面識の は、ひらがなで霧かないとチ3nの名 

女子大生は、や6せだと思つている人 ある人がかたまつているのだ。だか5前になつちや/つよ。/0/つ、わかんない 
ちe痛いるのかもしれない 特别つてわけじやないけど 人は2月号を見てね 

【広隹のべ—ジ】この記事の内容にnして編集部はI切阕知いたしません。内容 
に関するお閜い合わせは直接、下記住所テクノボUスソフトあてにお願いします。 

乙さ乙粕ノ JOJSfir京sffsi、キミCD日は、まるで発音 
で#}ましえん。キミこそ名人級大バアグアヤ□1だな。(破曠神.耕平) 

, 《—4-全田的にヴアレンタインデ—のようですね、むひやひよ。しかし、も <も<仕事をこなす開発sだちにも春の 
おとすれはある®でしようか9 痠けBけし4CJ「おにお-e」の命10、いかに.。(も、つだ：C5え.芒つひこン 參S0神たま0 



とゆ-わけで突然のC.G.マルチ特集のテクポリ4月号は3朋日発売です// 

通信 
春「ろんすはなぜ頭を丸めたか」クイズにだ< 
さんのご応募ありがと！正解者はいませんで 
しだが、「これから寒<なるから」(?)の高梨 
クン、「生活費に困って髮を売っだjのひじゃり 
クン、「出家」の小林クンには記念品を差しあげ 
ます。 （なんとうちのX68Kが、'フシュ〃 
といろ音とともにこわれてしまった！ラんす） 
參千葉の実家から77 AV 40を持って来ましだ。 
編集部の88でしか会ろことのできなかったIJU 

アに、家で、それも2人きりで愛を語りあろこ 
とが可能になったのだ。はやる気持ちを抑えつ 
つ『イースII』をフートしてみると——そこに 
は面長のIJUアがいた……。ショック！！（今 
年こそは！と平成元年に誓つだ0ときちやる） 

•ついに新しいコンピュータを購入。今までの 
PC-8801 mk 1131=1よ1〇メモ1」は10^、クロツ 
クは3倍、ビツト数は2倍、V-R AMは5倍な 
ので、ゲームは早いし、グラフィツクはとても 
奇麗。 （今月ちピンチな、まなみ） 
•カゼ、かぜ、KA2E !風邪であけ<れだ年 
末年始でしだ……と思っていだら、平成元年に 
なっちやろし（あの2日間はホント〜につまん 
なかっだ！）。ところで〇宮様はアニメファンだ 
って話、ホントかな〜（『アニメージュ』が〇内 
疔御用達雑誌といラウワサもあったし）？ 

(セキが止ま5ないTAKECHIN) 
•久々に（仕事で）ゲームを2本最後まで解い 
た。MSX2のハードスク□ールなんて嫌いだ 
!!来月は『ティル•ナ.ノーグ』新聞を復活 
しだい。お便りまってます。 （進行担 
当なのに入稿がビijか52番目のChikagon) 
•お正月休みは大掃除だけで終わってしまいま 
した。悲し〜。本の整理をしていだらン年前の 

テクボ1Jが出てきだもんで、ついつい読んでし 
まって……。ん〜、（山科）とバンフの4コマま 
んがって、いま読んでもヘンね。 （バンフ） 
♦やっほ！ 「女子大生といっしよに同人ソフ 
卜を作っちやお！ Jで活躍して<れだ、ふあ〜ふ 
あちやんの就職が決まりましだ。といろわけで、 
今月でお別れなのだ。る^る〜、0しになっ 
ても（おにおんばっかと遊んでないで）だまに 
は遊んで<で！（ mix JAMさん、カワイイ年 
賀ディスクありがと0うれしかっだHEN〇） 
參最近、終電で現れ、昼頃に掃ってしまラので、 
同じ編集部にいてもマトモな生活を送っている 
(?)人には会えない。ということで、みぼり 
ん元気ですか〒代筆のお礼として大好物の 
I.W•ハーバーを差し上げます。（代筆•みぼりん） 
C/てソケットIVの待ち合わせに遅刻してHENO 
さんにひな祭のケーキをフレ^ントするT0TL0) 
• Hi!スペースないのでまだネ。(みぼりん） 
♦□ゴをつ<っましだ。これです。（HUDE) 

次号に 
’爹続く… 

※内容の一部が変更されること 

があります。ご了フ承ください。 

スタートレーダー 
の情報もあるそ！ 

しALFが出るから 
C.G.特集よ!！ 

4月号は 
どないしましよ! 

親 
えすでい一て<のぼりす 

by佐藤元 
+編集部 

104 



卒業…ね響きn 
胸饮キュンとし5ゅろ。ホン、 
卜©笑顔でrsn^jって言 
3Rうと思ってJ5ひG…。涙ひ- 

疗とで照れくさせうG笑って _•% 

15、©ひ顔、3ひ顔…。せれ _ 

，ぞれひ別れと、そして新しい.： 
旅立ち、ひろ0HC3せっと聞办； 
せてくれる…？ （ひろ90 パら 

今年も大勢の人が卒業するんでしょラね。 

卒業生のみなさん、おめでとろございます。 
でもゲームの卒業は、まだまだ！新しい 
学校に行ってもゲームに燃えようね。 
らある•ぬ〜坊クン（千葉県• NO.A044) 

9わっ、,大胆なトビラだね。''てくらぶ版卒 
厶"ってところ 

(ひろみ/ 

h 

業アルパム 

抑利 
がんばれがんばれ 

女のコ！！ ■ 
1月号の狼幻双魔氏ぢゃありま 

せんが、最近、女子校受験の予定 

(本命は公立です）の私が思うこ 
とは、「パソコン（ホビー機です 

よ、ビジネス機じゃなくつて）に 

女のコは縁がない！jってこと。 
なんてったって女子校（さきほど 
の私が受ける予定の学校の場合で 
す）にはパソコン部（そのたぐい. 

某公立校には「無線部jと称して 
MSX2があった）がないっ！う 
うう。MSX2程度ならば、女子校で 

も少しぐらいユーザーがいると思 
う（んだけど……)〇ところが88と 
かXIともなると、皆無ってヤツで 

すな0そこで、私としては、いろ 

んなソフトハウスさまに、「女のコ 
にも（？）ウケるゲームjをたく 
さん作ってほしいなっと思ってい 

ます（某1■うっ〇ぃ〇こjみたい 

に……)〇 
伊夢座川待五十代サン（神奈川 
県•NoA070)(和良山正之助より改 

名） 
0ひろみも、ぽこがかわいくて、 
あのゲームは人好き。そ一ゆーゲ 

ームもあるってこと、女のコにも 
知ってほしいよね。そうすればも 
っと女のコが増えるんじゃないか 
とひろみも忍います。（ひろみ） 

I 
輝 •ファンタジーばかりでメカもののゲームがあまり出ないのが残念。自分で作ろうと努力してみたけど、うまくいかな 、 

いし。とにかくバリバリのメカものを出してもらいたし、早<『ヴエイグス』がやりたいよ〜。（栃木県•ヨータムクン）105 
〇こわすカイカン、つてゆ一のかな？ こういうのが好きな人にはたまe>ないゲームだろうネ。（ひろみ） 



■ team X’s BLAZE 会貝募集！ 

当サークルでは、Xitur- 
b〇& X 68000の二ーザーでいろ 
いろと（ブラフィツク、ゲーム、 
プ□ブラム、音楽、よ一するに 
いろいろ……）やる気のある方 
を募集しています。活動はディ 
スクによる会誌の発行を中心に 
情報交換、ソフトの共同開発、 
とにか<なんでち情報の得られ 
るサークルをめざしてガンバっ 
てます。規模は会員数約60名で 
す。会費は会誌6号分、2400円 
(約1年間)。あっそろそろ、会 
員参加のすっごし\ゲームを企画 
中！！んでもって女性会員も大 
募集丨興味のある方は「入会 
案内書がほしい丨」と書いて封 
筒に120円切手を同封して下記ま 
で0 
〒533大阪府大阪市東淀川区大 
桐4-5-24小倉大次郎 
■会貝募集JPC 

僕達 JPC (Japan Per¬ 
sonal Club)では、会員を募 
集しています。PC-98、88、X 
68、MSXsナイコン、なんで 
もいいです。パソコン(特にゲ 
ーム）に興味を持つ人なら誰で 
も参加できます。ゲームの批評 

や、ソフトTOP10、同人ソフ 
卜の作成などをやっていきたい 
と思っています。会費は月200円、 
入会金なし。とにか<いろいろ 
なユーザーと会誌上で語り合い 
たいと思^ので、どんどん入会 
してください。入ってみようか 
なあと思っだ人は返信用封筒に 
70円切手を同封してJPCに送 
って<ださい。多<の人の入会 
をお待ちしています。 
〒〇30青森県青森市桜II19-20-8- 

103山内正寿方JPC事務局 
■ WEST-SIDE会貝募集 

だだいまWEST-SIDE m 
会員を大^しております。pc- 

88の：！ーザー（SR以降）を対 
象にしたクラブです。活動内容 
は、2か月（1か月に1回にな 
るかも！!）に1度の会報の発行、 
その他いろいろ考えています。 
会費は100円です。詳しいことを 
知りたい方は60円切手同封の上、 
下記まで。 
XI71東京都豊島区干早町2-15- 

1-205五十嵐匠 
9 9 フ 

掲示板に掲載を希望する人は 
必ず封書で、資料、掲載用の文 
を同封してね （ひろみ） 



Tセーブはこまめに 『おい、おい！! 
僕は,人より遅く『戦国ソーサリ 
アン』を買った（88年12月11日）〇 
そして、みんなに遅れた分を取り 
返さないといけないと思い、急い 
でプレイした。武田信玄の章をク 

リアし（なんとか）、セーブもしな 
いで織田信長の章をした。そして 
時間がかかったものの、なんとか 
クリア！ いい気になっていた僕 
はまたセーブをしなかった。とこ 
ろが、豊臣秀吉の章で悲劇が始ま 
った。2回目の金庫を開けるとき 
にトラップで2人が死んだ。僕は 

いさぎよくリセット。また武田信 
玄からやり直した。凝りずにまた 

もやセーブをしなかった。そして 
ボスキヤラ（ぬえ）まできた〇「卜 

リヤー！ jとかけ声をあげてぶつ 
かった。'' ダ〜ン！"と音が鳴っ 

て、モニターを見ると、石になっ 
ていた.。金庫のバカヤロ〜！ 

ぬえのバカヤロ〜！豊臣秀吉の 
バカヤロ〜！ 

〇クン（愛知県-NoAinF) 

〇セーブするのを忘れているワケ 
ではないんだけど、夢中になって 
っいっい後まわしにしちゃうんだ 

よね。後悔先に立たず、ってとこ 
かな。ひろみも何度かそんな経験 
があるからわかるなあ。（ひろみ） 

やりたい 
Tよ一つつ 

〇亜珠クン（兵庫県* NaA080)。 
ホントに、、やりすこい"っていラ 
のが伝わってくるね。わかるよ、 
その気持ち……。 

い!^ 
し3いは m 

I. 

私はその日もMURA 

§ MASA BLADE !を求 

め、熟知した迷宮をさ 
まよっていた。アイテム探しのた 
めだけにグニルダの印をつけた勇 
者たちは、帰ってきたのだった。 
そしてNINがレベル38になったと 
き、初めてSTARTSを手に入れた。 
し力、し M URAMASA BLADE !は 

出ない…。 
その後2、3日間何も見つから 

ず、もうNINもレベル42となり、 
FIGに至ってはレベル70となって 

しまった。 
そんなとき、入力まちがいで 

MAGE BLASTERをくらってし 
まい、SAMとMAGの治療ついで 
にレベル50のBISに鑑定させた。 
すると、？ ARMOR は GARB of 

テーブルトークのRPGには、け 

っこうまぬけな話が多い0今日は 

その話をしよう0ある日、私がマ 
スターをしてPT&T』をプレイし 

ていたときのこと。王様からほう 

びに欲しいものを聞かれて「嫁さ 
んっ！」と答えたやつがいた。で、 
結局彼は、かどわかし同然でムリ 
ヤリ結婚してしまったのだ。まっ 
たく、もう少しマスターの身にも 

なってくれよう。 
浪人クラゲSTUDENクン（岡山 

県.NoA061) (STUDENクンより 

改名） 
0これってマスターと呼ばれる中 

心人物が物語を進めていくという 
ボードゲームでしょ？会話調で 

できるので、結構オモシロイんだ 
よね〜。でも、それをいいことに 
「嫁さん」とはねえ……。（ひろみ） 

LORDS に、？ SWORD は MUR 

AMASA BLADE !に変ゎった0 

rうおお.〇こ•こ•これが伝 
説の妖力、''!〃つきのすごいやつ 
か」とさけびつつ、ふるえる手で 
キーを押し、レベル50SAMに 
MURAMASA BLADE !を持たせ 

た。そして初めて会った魔物に300 

以上のダメージを与え、その切れ 

味に感嘆したのであった。 
いのすけくん（群馬県.NoAOBI) 

9『ウイザードリイ』はアイテム 
探しが魅力のゲームだって聞いた 

けど……。，げしくは知らないの、 
ゴメンナサイ。でもおたよりを说 
んでいると、MURAMASA 

BLADE !をT-にしたときの感動 
がスゴク伝わってきたよ。ひろみ 
もプレイしようかな9 (ひろみ） 

テクノ時代 
の星占い 

S日寒さの厳しい日が続きますね。でも春の便りが展くまで、も 
〇少しの辛抱です。1日ち早 < 暖か< なりますよろに。（まさみ） 

於: 
’89年2月8日〜3月7日のキミの運勢 

> ◎総体運0ラブ運P八°ソコン運Hz健康運. 

◎やや下降気味の運勢。こ 

だわりを持つよ 柔軟な姿 
勢ですごした方ガ吉。フイ 
ペースでネ。〇焦らず機会 
を待とう。p不調気味でも 
ヤケになるとフイナスよ。 
Hz気分を引きしめて。 

◎やるべき事はさっさと片 
づけてしまうこと。だらけ 
ていると後で大きな苦労を 
するので注意。〇オープン 
な交際が吉。P徐々にツキ 
がまわつてきそろ。Hz日頃 
の健康管理はしっかりとネ。 

◎落ちこんだ気分も少しず 
つ明る < なっていきそろ。 
友達づきあいも活発で楽し 
い日々に。〇勇気を出せば 
成功率は高いゾ。P大きな 
ツキはな < ても平穏無事。 
Hz特に心配はなさそろ。 

◎少々ツイてなくても気持 
に余裕もってすごそろ。節 
度ある生活態度を心がけれ 
ば運気上昇べ。〇相手に感 
惰をぶつけないよ〇にネ。 
P弱味をにぎられると不利 
に。Hz足のケガには注意。 

◎自分ばかり目立とうとす 
ると友達からそっぽを向か 
れるゾ。少し控え目にI 
〇—方的なアプローチはさ 
けて。Pなかなか,思ろよう 
にならないかも。Hz調子 
の悪いときは休養してネ。 

◎まかされだことは責任も 
ってかたづけること。後で 
周りから高<評価されて信 
頼度アップ丨 〇友達か5 

ステディな仲へ進展。P手 
腕もさえてなかなか好調。 
HZ体力が充実して安泰。 

©<すぶつてし定問題も徐々 
に解決方向べ。精神的にも 
明るさをとり戻せそ〇。0 

ちよつとした心変わりで不 
安定に。P初めは快調でも 
しだいに落ちこみそ〇。HZ 
カゼの予防は万全にネ。 

◎強<我を張ると友達と険 
悪ムードに。孤立しないよ 
^に一歩ゆずることが大切。 
〇出会いのチヤンスあり。 
だだし焦りは禁物よ。P気 
持ちが集中できす不調。Hz 
ケガをしやすし\ので注意。 

◎ガむしやらに動き回りす 
ぎてクタクタになりそラ。 

現状を落ちついて見つめ直 
しそれから行動を。〇強い 
思い込みは相手に負担。P 
闘争本能をかきたてられ好 
調。Hz規則正しい生活を。 

◎運気はしだいに好転。活 
気づいているときに行動範 
囲を広げだ10新しい事に卜 
ライしてみよろ。Q片思い 
の人は今がチヤンス丨P 
タナボタ式の幸運がまい込 
む。Hz体力気力ともに充実。 

◎活気が出てきて、元気に 
すごせる©日。少々失敗し 
ても明るさで力/〖一しちや 
お*5丨〇ブループ交際で 
きっかけを作って。P予定 
どおり行かな < て不満気味。 
HZVケドには注意してネ〇 

◎平穏無事にすごせそ^な 
日々。だだあんまりのんび 
•0しすぎるとダレそ*5なの 
で何か趣味を持とろ。0可 
ちなし不可ちなしの状態。 
Pたまには頭腦型のブレイ 
で。Hzとりあえず健康状態。 

(前ページの続き）まわりから白い目で見られるや笑われるやでKはその店に2度といけな<なってしまった。それ以 
来Kはどんなにレベルが上ってもスライムだけをなぶり殺している。（神奈川県.ジーナ.シークン） 〇きやははっ、】 
カワイイなあ、Kクンって。ゲームの敵キヤラにやつあたりするトコなんて、いじらしいじやない7 (ひろみ） 



aeeFU 
II II 年上のキミ 

cRseFU 
II© あと1回なの 

夏休み、2学期に体育祭を控え 

デコ団（デコ=デコレーション 
各カラーの象徴をつくる）が初め 

て集まった。 
おっ美人！ 3 — 3の教室に入っ 

たとたん、僕の目をひいた女性が 

いた。そして話をしているうちに 
ウマがあい、好きになってしまっ 
た。が、相手は1つ年上。大人っ 

• • •ぽいから、ガキあつかいされるか 
も、などと思い、どうすればいい 
のか悩みまくってた。そんなこと 

をしているうちに、卒業の日が近 

づいてしまった。卒業式に落ち込 
むだけ、というのはあまりにもむ 
ごい。ひろみさん、何かいい考え 
を教えて！ 

I LOVING KAZUEクン（神奈川 

県.NoA083) 

C?この時期、MじようなU持ちを 
胸にかかえてる人、たくさんいる 
んじゃないかな？ 校が違えば 

hrlのチャンスも少なくなるから、 
後悔のないほうをネ。 （ひろみ） 

116 
もうちよいで3月。3年生にと 

つては、すべりどめ受験も終わつ 
てうれしい（だろう）3月！で 
も……うれしさを吹きとばすよう 
になぁんと、すぐに卒業式。この 
ことを思うと、とても複雑な気持 
ちになる。しかし、こんな気持ち 
で卒業式はいやだ。だから卒業式 
はぜったいに笑って卒_してやる 
んだ！ 

福岡の田舎モンクン（福岡県. 

NoA 085) 

9个•業式の前は淮でも複雑な铋持 
ちになるよね、希嘈と不安が入り 
浞じって。仲よしの友達と別れる 
と思うとつい胸にジーンときちゃ 

ったり……。でも一中-の別れって 
ヮヶじゃないんだから、笑顔でサ 
ヤナラって、男のコらしくてイイ 
ね。さわやかにいこう！（ひろみ） 

TrO •これは実話です。ラちでは夜になると、バソコンのある部屋から灯りが漏れ、ウィ〜ンとうなり音が聞こえて<るの 
1〇8 C\^ #/^です。そして部屋をのぞ<と「見たなあ〜」……//僕がパソコンをやっているのでした。チャンチャン。（愛知県• t 

S ノ クン） 〇あ一怖かっだ。読んでて背すじ凍っちやった丨……んなワケないって、も〇丨（ひろみ） 



fs忘れもしない… 
僕は今、高校1年生です。とい 

うことで中学のときの「卒業式J 

のお話をします。 
あの忘れもしない3月18日、僕 

は友人と今日泣くゃつが何人いる 
かをあてることにしました。しか 

も僕たちは悪い子なので、お金を 
かけることにしたのです。といつ 

てもどんぴしゃにあてないともら 
えないようにしたのです。 
さて卒業式が終わり、退場する 

とき、僕たちは泣いている人を数 
えはじめました0すると驚いたこ 
とに友人はぴつたりあててしまつ 
たのです。 

しかしここで悲劇がおこりまし 

た。友人は突然「やった！1000 

円もらいjと、叫んでしまったの 
です。そのとたん後ろから先生方 
がぞろぞろと……。 
その日は友人のおかげで最悪の 

日となりました。先生にはしから 
れるわ、1000円は取られるわで、 
も一さんざん。しかし考えように 
よっては、とても記念に残る卒業 
式だったと思いませんか？ 
羽水の外人スケットこと「バス」 
クン（福井県.NoA087) 

0中学でかけごとしてたの？ で 

も結Mバレちゃって、悪いコトは 

できないってとこかな？ま、た 

だび一び一泣いてたひろみに比べ 

れば、考えようによってはいい思 

い出かもネ？ （ひろみ） 

^号の,ーマ^:， 

05月ともなればそろそろ*学校 

にも慣れ、いろいろな活動をは 

じめた人も出てくるころじゃな 

いかな？ そこで5月号のテー 

マは「クラブ活動」です。今ま 

でのクラブ活動のことや、こん 

な変わったクラブがあるよ、と 

• • か、クラブ活動をしたこ 

とない人でも、こんなク 

ラブがあったらいいな、 

1 とか……。とにかくクラ 

ブ活動にまつわるお話、 

} お侍ちしてます。テーマ 
f の締め切りは3片8 Hで 

す。ちょっと季節がズレ 

ちゃってかきにくいかもしれな 

いけど、なるべくおYめにね！ 
もちろん、テーマ以外のおたよ 

りもヨロシクね。とにかくおた 

よりしなけりゃはじまらない 

さ！……ってなワケで、侍っ 

てるよ0 (ひろみ） 

〇个-業式も終わったし、次はテク 

らぶIIへ入会だあ！というワヶ 

でおたより大募集だよ。 

ところで、テーマものについて 
なんだけど、せっかくおたよりく 

れても、ギリギリだと間にあわな 

いコトがあって（マイペースのひ 

ろみは原稿も時問かかって……許 

して！！）残念に思うことが何度かあ 

ったんだあ。次り-だとテーマが違 

っちゃうし……。なるべくおV-め 

にお願いね0 (ひろみ） 

•□ールプレイングゲームをやつていると、ふとむしように剣が欲し<なることつてありませんか？ ああ……1本の 
剣を頼りに霤険の旅に出てみたいなあ。まあ、ムijだろ一けどね。（兵庫県•告死天使クン）（あいんより改名）ウな 
るほど、男の□マンつてやつかな9ひろみはやつぱ、コスチュームが欲しい<なつちやうな〇 (ひろみ） 
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春①a-PC-88VA用5HD版「太平 
洋の嵐DXj b——PC-88SR用5D 

版「スーパー大戦略』c-PC- 

88SR用5D版「スーパー大戦略マツ 
プコレクションj (すべてP.M有） 
②a——5000円〜6000円位b—— 

3000円〜4000円位 c——1500円 

〜2500円位③Wはがき④〒 
318茨城県高萩市肥前町1-30坂 

本渉 
籲① a ——HB-FIXD〔MSX2〕（63年 

5月購入、完動品、P.M.付属品有） 
b——MSX2用R版「激突ペナント 
レース」MSX2用D版1■ディーヴァ』 
c——MSX2用D版「お嬢様くらぶ」 
d——MSX2用D版rアドベンチヤ 
-ツクールj(dはタケル製品、他 
はすべてP.M有）②a——3万 
円 b—<3000円 c——4000円 d 

——2000円③60円切手をはった 
封筒同封④〒470-01愛知県愛知 
郡日進町大字浅田字平子4-977 

石川智 
•①a——PC-98用5DD版『ソーサ 
リアンj b——PC-98用5DD版 
「戦国ソーサリアン」+同「ユー 

ティリティj PC-98用5HD版「抜忍 
伝説」 c——PC-98用5HD版「イ 
ース11/ぎゅわんぶらあ自己中心 
派j d——PC-98用5HD版「ザナ 
ドウj同「シナリオII』（すべてP, 

M有）②a——4000 

各3000円 c——各3S 

—各2000円③Wは: 

470-03愛知県豊田市; 

47-2吉川徳昭 

c- 「ディーヴアj 

II志j「ホテルウォーズj 
j「ガイアの紋章」（すべ 

I ②a——各3500円 
•2500円 c——2000円 

.①a——FM77AV用3 き④〒969-61福島県大 

スII』「ジーザスj b- 

用3.5D版「レイドック 
FM77AV用3.5D版「夕な 
ゾン」『アルファ」FM 

町字本郷甲3027猪俣勝 
8SR 用 D版 a-「Mr•プ 

+『選手データ‘88」 b 
斗の拳」「アルファ」rア 

ィーザ」 d-FM-7 ー ド」（すべてP.M有） 
ーフォックスjrHOTDl 4000円 b——各2000円 
ダIljrデルフィス』「S 

(すべてP.M有）C 

4000円〜5000円位 b 

位 c——各2000円 

d——各1000円位Q 
60円切手をはった封擇 
892鹿児島県鹿児島市 

谷山誠一 
•① X68000用5.2HD 版 
ルスロットル』『沙羅! 

ゴンスピリットj b 

討魔伝j (すべてP.M羊 
一各3500円〜4500円ムニ 
2500円位③Wはがき 

をはった封筒同封Q 
県広島市中区平野町■ 

聲①XI turbo用5D版a 

志」「マイト.アンド. 
「ソーサリアン」「ス 

田各J「蒼き^|良と白き！fcg 

カン」「信長の野望• i 
-1ミユーノレ」「ラ； 

ゲドンJ「フアンタジ 

冒ってくナ.赛リれい二y 

，ァ，フ。/けフ-ァい“ぃ健 

§ 了1夕矣ふミ4ぷ仍美\_ 
PA良7-クス、力ね丈“ 

d，騖卷邊含 > 

Qaj' ^'^>^4ooo,Cl^oo\ 
土、し香い人1^姓ん 

所次絲％3q / 

勢嚇/ 

先）③wはがき④〒 
票盛岡市松園1-13-1吉 

—FM77AV用3.5D版「ディ 

「ジーザスj「マンハッタ 

イエム」「スペースハリア 

•ルドゴルフII」FM77用3. 

ナドゥj「波動の標的」「フ 
-j b——FM77AV 用3. 

イドックj FM77用3.5D版 
ーボールj「リバイバーj 

177AV用3.5D版『九玉伝j 

プフォレスト』FM77用3. 

ィドライドIljrウイング 
「ワールドゴルフj (すぺ 
) ②a——各2000円 
1500円 c——各1000円 

き④〒969-01福島県西 

.崎村大字太田川字原山丨 
井正人 
•IXD〔MSX2〕(63年9月購 
、完動、P.M有）+MSX2用 
廷ペナントレースj ■■燃え 

II野球‘88j「グレイテスト 

•①PC-88SR用5D版a——「アン 

ジェラス」『カインドゥ•ギャルズj 

『すている•そ一どforADULTj「リ 

ッブティックj b-「ジーザ 
ス」「うる星やつらj (すべてP.M有 
希望）②a——3000円 b—— 

2000円③Wはがき④〒566大 
阪府摂津市南別府町9-4-1003橋 

本忠雄 

•①a——PC-88SR用5D版「サイ 
キックウォーj「ジーザス」「コズ 

ミックソルジャー」MSX用1^版rグ 

ラディウスj同「IIj「パロディウ 
ス j「ラリーXj「MONSTER’SFAIRj 

「TZRグランプリライダー」 b 

——PC-6001用T版「タイニーゼビ 
ウスマークII」 ②a-各2000 

円〜4000円 b——1000円（安い 
人優先）③Wはがきor60円切手 
をはった封筒同封④〒503-22岐 
阜県大垣市昼飯町270-85馬場信 

行 
•PC-98用5HD版a——「太平洋の 

嵐」「ディガンの魔石」b-「大 
戦略IIj同「ェディタセット」同 
「データコレクシヨン」「太平洋の 

デの围がMt/tr。ット」〆 
すし卜“&アリンてス」 A— 

l-ilt 〔峰ノ ネ 
各 1000阳t ^一'、マ((, 

展Etf喊凫巧〆 
-13 /(f成皙私 

売拟たto i寅toたto I交級t>たto 



さあ〜 
パソコンの八ードやソフトが欲し〜い/ いらな〜い/ 

とつかえつこした〜い/ といラあなた。テクポリ市 
に参加してみない7 

■交渉のと吾の注意11酬""1""I 
テクノポIJス編集部は掲載の場を提供するだけで 
す。トラフルが生じても編集部では一切貴任を負 
いかねますので、互いに以下の3点をきちんと守 
つてください。 : 

〇交渉相手とはよ<連絡をとりあろこと。 
©金品の送付は必す書留で（確実に本人の手に渡 
ります)0 

©いたすらはゼツタイ厳禁•ゲ 
本文中記号は- 
P二/ Tツケージ/マニュアル/D =ディスク/ 

R二ROM/T =テープ/デ=ディスフレイ/プ= 

ブリンタ/ド=ディスクドライプ/レ=データレ 
コーダ 

■ niiiiii111111111111111111111111111111111tiiiniiiiiiiiiiiii 

右の「ハガキの書き方_«を参考にして、わかりや 
すく書いてくださいね0 -:- 

〇ハードの溻合…完動品に限ります。機種名は略 
さないでね。購入年月日、キズの有無、完動であ 
るということもちやんと書いてください。周m機 
器は型番と種類(ディスプレイとかブuンタとか） 
書 < こと。 
ソフトの灞合…機種名と媒体をお忘れなく。また、 
箱、フニユアルがきちんとあるちのにかぎります。 
©は、定価の半額が目安です。また、交換希望の 
場合は、常識的に同等 < らいのものを0 

❸は' 右の2つの方法で〇 
❹には、必ず電話番号を書いてね。 

※注意 
•砸募は必ずハガキで。シール、ハンコ、電話番 
号のうちどれか1つでも欠けると載らないから気 
をつけてね。 
•住所、氏名には必ずフ1 jガナをつけてね。 

■あて先 |才 111__酬_1___1111111111111111111111NIHIIIIIII 

亍105東京都港区新橋4-10-7 TIM 
テクノポIJス編集部テクポリ市係 

嵐パワーアップキット」 c- 

「エリュシオン」「ウィザードリ 

ィ」②a——各4000円〜6000円 
b-各3000円〜3500円 c- 

各1500円〜2500円③Wはがき 

④〒241神奈川県横浜市旭区川井 
宿町60-17山崎直人 
籲①X68000用a——「ファンタジ 

一IIIj b——1■グランドマスタ 
—j「スペースハリアー」「ウォー 

土ングj「麻雀狂時代スペシャル」 

② a——4500円位 b——各2500 

円位③Wはがき④〒879-44大 
分県玖珠郡玖珠町森新町若松俊 

文 
籲①XI turbo用5D版a-rスーパ 

一大戦略j (カード付希望）b — 

—「ウィザードリィIljorrIIIjrマ 
イト•アンド•マジック」 c一 

一「ユーフオリー」「リ•バースj 

「ダークストームj b——「フ 
ァンタジアン」（すべてP.M有希 

望）②a——5000円位 b—— 

各4000円位 c——各2500円位 

d——1500円位③Wはがき〇「60 

円切手をはった封筒同封④〒 
771-02徳島県板野郡北島町中村字 
江ノ向t-3大島礼慈 
參①FM-7用5D版a——「英雄伝説 

サーガj「デス•トラップ」 b — 
一1■サザンクロスj『オホーツク 

に消ゆ』c——「ザース」「ウィ 

ングマンj ②a——各4000円 
b——各3000円 c——各2500円 
③ Wはがき④〒981-02宮城県宮 
城郡松島町手榑字茨崎18-22砂 

口卓也 
•0a——MSX2用R版「ザ•リター 

ン•オブ•イシター」MSX2用D版 
「第4のユニット」「イースII」 

b——MSX2用R版「激突ペナント 
レースjMSX用R版「パロディウス」 

rザナドゥ」「ドラゴンクエスト 

II j「R-TYPEj c——MSX用 R版 

rグラディウスj「ガリウスの迷 

宮」MSX2用R版1■スクランブルフォ 

ーメーシヨン/伝説の聖戦士アシ 

ュギーネj ②a -各401 

:c-g-； 

•4000円位 

位（安い人優先） ③Wはがきor 

60円切手をはった封筒同封④〒 
959-32新潟県岩船郡関川村下関 
382-4 小池伸一 
#(DFM-77AV20EXor40EX+〔デ〕 

(完動、傷無、M有希望）②10万 
円位③60円切手をはった封筒同 
封④〒799-26愛媛県松山市福角 
町625-8加藤和人 
•®a——MSX2用R版「グレイテ 
ストドライバーj MSX2用D版「大 

戦略」「FMノヽ°ック」 b——MSX2 
用R版『エルスリード』「ファミクル 

パロディック」rアレスタ」（すべ 

てP.M有希望）②a——各3000 

円〜3500円 b——各2500円〜 
3000円（安い人優先）③Wはがき 
④〒645和歌山県日高郡南部川村 

晚稲1007和田実 
•PC-88SR用a——「サバッシユ」 

「テノイレクター物語」「マスターオ 
ブモンスターズ』1■原宿AFTER- 

DARKj「アークス』 b——rサイ 

キックウォーj「夢幻戦士ヴァリ 
スj「ウイングマンスペシャルj(す 
ベてP.M有希望）②a——各 

3000円位 b——各2000円位③ 
Wはがき④〒673兵庫県明石市 
松が丘4-3-9-302 江口義隆 
•PC-88SR用5D版 a- 「ソーサ 

リアン」+同1■追加シナリオj + 

同「ユーティリティj +「戦国ソ 
ーサリアン」b-「イースII」 
「ディレクター物語』「めぞん一 
刻.完結編j「アークス」「ファン 
タジーIII」「サイオプレードj c 

——「ウイングマンスペシャルj 

「アンジェラス/セイレーン/ぎ 

ゅわんぶらあ自己中心派j ②a 

——8000円〜9000円 b——各 
3500円〜4000円 c——各3000円 
〜3500円（安い人優先）③60円 

切手をはった封筒同封④〒559 

大阪府大阪市住之江区西住之江2- 

5-17木下雄介 

交換t)たto 
春①PC-88FH用5D版「ザナドゥJ同 

1■シナリオII」「イースj同rIIj 

「ロマンシア/ぎゅわんぶらあ自 

己中心派j同「2」『今夜も朝まで 
パワフルまあじゃんj1■原宿 
AFTERDARKj (すぺてP.M有）② 
PC-88FR用5D版「ダ.ビンチ」「デ 
ィレクター物語」rアッシュ』「ビ 
リヤードきゃぴきゃぴるん』③ 

Wはがきor60円切手をはった封筒 
同封④〒277千葉県柏市大室 
II29-57柏ビレッジ153-3末永俊 

之 
•MSX用R版「ロマンシア」「バッ 
ク•トゥ•ザ•フューチヤーj「て 
つまん』rガルフオース•カオスの 

攻防」「ファイナル.ゾーンj「ハ 
イドライドIIj (すべてP.M有）② 
MSX用R版「クレイズ」「グラディウ 

スj rツインビー』「グラディウス 
2j『スーパーレイドック」rドラ 
ゴンクエストIIj (すべてP.M有希 
望）③Wはがき④〒719-01岡 
山県浅口郡金光町須恵1977藤沢 

裕之 
春①PC-98用5DH版『維新の嵐』（P. 

M有）②PC-98用5DD版or5HD版 
「口ードス島戦記J0r「ラスト•ハ 

ルマゲドン」orrファンタジー111』 
(すべてP.M有希望、5HD版優先） 

③Wはがき〇「60円切手をはった封 
筒同封④〒870-01大分県大分市 
大字常彳〒281-3安藤展明 
籲①XI turbo II +CZ-855DB〔デ〕（63 

年3月購入、P.M無）+ソフト（「イ 
—スIIj「ラスト•ハルマゲドン」 
他、すべてP.M有）+a + FM音源ボ 
ード②PC-88SR以上+〔デ〕（で 
きればソフト付で）orFM77AVシ 
リーズ+〔デ〕+ソフト（PC-880I 

FA、MA、FM77AV40EX ならセガメ 
ガドライブ+ 1■スペースハリアーj 

付）③Wはがき④〒49卜02愛 
知県一宮市奧町堤下1-127児玉 

光靖 
#®MSX2用R版「プロ野球FAN j 

「大戦略』「メタルギア」MSX2用D 

版「マース」MSX用R版「ブラック 
オニキスII』「ザナドゥ」『コナミ 

のサッカーj「ディーヴア』MSX用 
T版「TOKYOナンパストリートj 

②MSX2用R版「激突ペナントレー 

スj1■アウトランj「アレスタj「ザ 
ナック」rガーリーブロック」MSX 

用R版「パロディウス」「F-Iスピリ 
ットj ③Wはがき④〒710-13 

岡山県吉備郡真備町辻田753高 

橋雅美 
•①XlturboZ (62年I月購入、完 
動、傷無）+付属品すベて②PC- 

8801 FAorMA十ソフト、またはPC- 

880ISRシリーズ+サウンドボー 
ド11 +ソフト③Wはがきor60円 
切手をはった封筒同封④〒444- 

13愛知県高浜市吉浜町久名明11-3 

野々山勇希 
•PC-88FR用5D版『きまぐれオレ 
ンジロー ド』1"イースIIj「スター 
シップランデブーJ 1■フアンタジ 
一J『すてぃる•そ一どforADULTj 

「ゼリアード/スーパー大戦略j 

「ガンダーラj +『冒険浪漫j (す 
ベてP.M有）②PC-88FR用5D版 
「フアンタジーIIIj「アンジェラ 
ス天使たちの午後II •美奈子」 

同『番外• II」『美少女写真館III 

PhotoClub j「ワールドゴルフIIj 

(すべてP.M有希望）③Wはがき 
④〒244神奈川県横浜市戸塚区前 
田町515-14森岡大 
•①MSX2用D版「マンハッタン. 

レクイエム』「YAKSAj MSX2用R版 
『スーパーレイドック」「大戦略」 
(すべてP.M有）②MSX2用D版 

orR版「ガルフォース•創世の序曲』 
「めぞん一刻』同「完結編」③ 

Wはがきor60円切手をはった封筒 
同封④〒983宮城県仙台市原町 
苦竹字中原13-7平間勝也 
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インジユカーシスの^もう3回目0 _が進むにつれて、パソコンゲー 
厶のほうもだんだんと形がでぎCきたそ'。そこで今月から、インジユカー 
シスの原案#であり、またパソコンゲーム版のシナリオライターでもある 
浜矢智先生に、ゲームその他の進行状況の報告をお願いしたのだI 

が、キミのアイデアはまだ間に合う！お 

もしろいアイデアがあったらドシドシ送っ 

てください。今ならまだ採用のチャンスが 

残っています。アドベンチャー版に間に合 

わなくてもRPG版がある！採用された 

方には、相応のお礼をすると編集長も言っ 

ているそうですし。 

アドベンチャー版もRPG版も、基本はそ 
れぞれアドベンチャーゲームとRPGです 
が、ジャンルにこだわらずあらゆる要素を 

盛り込んだものになりそうです。アクショ 

ン要素でもシミュレーション要素でも、お 

もしろいものなら何でも入れてしまおうと 

I闩PG版の前に i 
AVG版をやります《 

このコーナーではこれから毎月、インジ 

ュカーシスをゲームイ匕するにあたっての、 

なんやかんやを手ム浜矢智がご案内させて 

いだだきます。 

さて、^段階でゲームイどこまvmn 
しているかといいますと、連載終了後、本 

年12月にリリース予定のRPG版の前に、途 

中でアドベンチャー版を出そうかな、とい 

全章シナリオ化総ディスタ数2败を超え 

るという、ハ*ケモノのようなゲームにもな 

りえますので、矢野先生の作品ともども応 

援をよろしく！ 

RPG版のシナリオは、矢野先生も打ち合 

わせに参加して、アイデア出しの最終段階 

に突入しました。読書の方の中には「矢野先 

生のマンガをゲーム化するんだから、スト 

ーリーも同じだろう」なんて思っている人 

も多いと思いますが、ところがギッチョン、 

世の中そんなにアマくはないのだ。RPGct) 

いう方針なのです。 

ウラ情報ですが、なんとゲームの範囲す 

ら超えてツールまで踏み込んでしまう「お 

絵かきモード」なんてアイデアまで存在し 

ます。ゲーム中のとある人物の似顔絵を（も 

ちろん画面上で）かいて、それによってゲ 

ームの進行が変わってしまうというヘンな 

イベントです。もちろんまだアイデア段階 

ですので採用するかどうかはわかりません 

が、もし採用になったら似W会の判断のア 
ルゴリズムはどうするんでしょう？ねえ、 

う話になっております。 

このアドベンチャー版は、現在連載中の 

インジュカーシスのストーリーそのもので 

はなぐ12月リリース予定のRPG版のプロ 
ローグ的な内容になりそうです。ただし、 

ゲームとしてはそれ自体で完結しています。 

なにしろ、このインジュカーシスというイセ 

品の構想は、3部構成全9章からなるとい 

うとんでもねえシロモノで、原案者自身、 

アタマがプッツン寸前という壮大なストー 

リーです。読者のみなさまの要望次第では、 

シナリオは、かなりフレキシブルな構成に 

してあるので、かえってマンガどおりのス 

トーリーでプレイするのがむずかしいくら 

い。プレイヤーによって十人十^の進行1:が 

楽しめると思います。 

| ジャンルを超えても 
おもしろいものに 

何しろ急にアドベンチャー版もやるとい 

うことになってしまったので、ハッキリ言 

つて_のようなスケジュールです。です 
v： ^ ^ ^ ^ ^ ^ Av Av A, ^ Av ^ ^ A., ^ ^ Av Av ^ ^ A, A, Av A. ^ Av /'V, Av ^' 

プレt?ント 
矢野先生、佐藤元先生、それにあろ 

) ひろし先生とサトウ•ユウ先生の競作 

く コミック集が出ましだ！書名は「4 

SDir比sブラス2 

〔1〕」(フオース 
ピI」ッツプラス 

ツー、発行:ラボー 

卜定価780円)。 

"ブラス2〃 とい 

ろのは、ゲストと 

して、あの美樹本 

晴彦先生と、だが 

みよしひさ先生が 

加わつているから。 

屢Spirits, 

: 

この豪華メンバーで、オール描き下ろ 

しといろところがスゴイ！ 

さて発行元のラポートさんのご厚意 

により、このコミックスを5名の方に 

プレゼントします。ご希望の方は、ハ 

かキに「コミックス希望」と書いて、 

次のあて先まで。 

亍105東京都港区新橋4一 10—7 

TIMテクノポUス編集部 

インジユカーシス3月号ブレゼント係 

締め切10は3月8日必着、当選者の 

発表は5月号で行います。 

クジ運の悪そ〇な人、5月号までは 

待てないという人は、本屋さんで美樹 

本先生のイラストが美しい表紙を探す 
か、本屋さんに注文してとりよせても 

らおろ！ 

/V V V V V V V V V V "V V V V V V V V ,,rv V V V V V V V V V V V V r,V "V "V °v V V V ■：, 

プログラマーさん？ 

ほかにも、とてつもないアイデアが多数 

ありますが、それは決定次第、それぞれ報 

告していくことにしましょう。 

来月は、アドベンチャー版とRPG版のゲ 
ーム内容につV、てもう少し突っ込んだ部分 

を報告し、グラフィックについてもかなり 

発表できる予定です。いろんなおもしろい 

アイデアがあるんですよ。もし間に合えば、 

実際のグラフイックの一部もあわせて掲載 

します。お楽しみに。 

浜矢先生がアシスタント•スタッフを藝 
集しています。 
パソコンゲーム版インジユカーシスのグ 

ラフィックは矢野先生はじめ多くの先生方 
のご協力を得て作られる予定ですが、みな 
さんたいへんにお忙しく、グラフィックの 
修正まで手がまわりそうもありません。そ 
こで、とりあえず浜矢智先生が窓口となっ 
て現在、若干名のグラフィック修正お手伝 
いさんを募集しています。条件は、①パソ 
コン•グラフィックの修正ができること、 
②東京の練馬•获窪周辺に通勤可能なこと、 
の2点で、男女を問いません。 
われこそは、と思ろ人は、簡単なプロフ 

ィール（自己紹介）と、インジユカーシス 
のイメージイラスト（カラーに限る）を、 
次のあて先に送ってください。 
〒105東京都港区新橋4 H 0-7 
TIMテクノポリスソフト気付浜矢智 
折り返しご連絡をします。 
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■水の精霊のつぎは、魔風使い！この危機を脱出できるか— 

右 < しよ-つ 

/ 

魔女が 
竜巻きまで 

起こせるなんて 
0 

_ 0 

ちょつとや 
そつとの 

力をちらつだ 
からつて 

戦える相手じや 
ないじやないか 

泣きごとを 
言つてるヒフは 

なさそラだぞ 

i 
€ハ.ケ§章ダ 

I 
V.'.、 -- 

S 

次号につづく！ 







n 

これなら 

勇者だとか 
言われても 

信じちや 
I 

いなかつたが 
ジェニIは 

水使いの力を 
得だし 

俺にはこの メ 
波導剣が/ . 

藝1 

.ミン必 

^ 早いとこ 
№1魔女を倒して 

1>姬さんを助けて 
こんな世界から ▲ 

おさらばしてやる/ 

11 
T 
3 

tl 
\ —いつまでも 

\俺来年は つきあって 
受験なんだせし!〇れっかよ 

11 
見よ/ 

パ—ナ姬 

0 

だが/ 

奴らはこの 
谷に着けは 

せぬ/ 

B Ltt 1_ 





来な <てち 
いいんだぞ 
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Jufにで一異世界「ネオック=インジユカ—ス」に引き込まれた現見光児は「イデアの勇者」の一人として、魔女 
ヰ日自1クに連れ去られた姫の救出を課せられる。も51人の勇者ジェニファ—とともに、手がかりを求め水の聖 

あらすじ 殿にやつて来たが、光児を慕う少女ルフォに精霊が乗り移り、光児たちに襲いかかつてきた。 
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